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脳梗塞再発予測スコアと

Correlation between stroke risk scores and
prognosis of traumatic brain injuries

頭部外傷予後の検討

SHIGEYUKI NISHIKAWA, YOSHIKI UCHIKAWA, TAKEMI TODAKA

西川 重幸

内川 裕貴

Department of Neurosurgery,
Miyazaki Prefectural Nobeoka Hospital

戸高 健臣

Background : Suitable maintenance of cerebral perfusion is
important to prevent further brain damage, and previous
studies have emphasized an influence of bran ischemia on
traumatic brain injuries (TBI). ABCD2 score and CHADS2
score are available for predicting subsequent ischemic
events of brain. In this study, we investigate whether these
stroke risk scores are useful to predict neurological deterioration of TBI.
Methods : 452 patients with TBI were admitted to our
hospital from Oct. 2007 to Mar. 2012. Patients with chronic
subdural hematoma, and with low ADL were excluded
from this investigation. Finally 272 cases were enrolled in
this study. ABCD2 score, CHADS2 score and modified
Rankin scale (mRS) of these patients were evaluated.
Results : Patients with ABCD2 score of 1 and over demonstrated poor neurological prognosis. But a correlation
between ABCD2 score and mRS are not found. CHADS2
score has a significant correlation with neurological prognosis of TBI. Patients with CHADS2 score of 2 and over
demonstrated poor prognosis (mRS 3 – 6). And patients
with CHADS2 score of 4 and over demonstrated high
mortality rate.
Conclusion : CHADS2 score is useful to predict a neurological prognosis of TBI.
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Ⅰ─────────────── 目

れる。今回我々は，脳梗塞再発予測スコアである

的 ─

ABCD2 スコア 4,5），CHADS2 スコア 9,10）を使用し頭
部外傷の神経予後を予測できるかどうか検討を行っ

脳還流圧は平均動脈と頭蓋内圧により規定され，平
均動脈の維持と頭蓋内圧のコントロールは脳還流圧の

た。

維持に非常に重要である。しかし脳還流圧が維持され
ても頭蓋内血管に狭窄がある場合，局所的に脳虚血に

Ⅱ─────────────── 方

なることは容易に想像できる。これまで脳梗塞の頭部

法 ─

外傷に対する影響 2,8,11），外傷性くも膜下出血とそれ

2007 年 10 月から 2012 年３月までに当院に入院し

に伴う脳血管攣縮が外傷予後を悪化させる 6,12,14）こと

た 452 例の頭部外傷患者を対象とした。今回の検討

が報告されており，頭部外傷患者における脳動脈病変

からは慢性硬膜下血腫の患者は除外した。また受傷

の有無は神経予後に大きな影響を与えていると考えら

前に ADL が自立していない患者も除外し，最終的
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Table 1 ABCD2 score and CHADS2 score

ABCD2
A : Age
B : Blood pressure

≧ 60

SBP ≧ 140 and/or
DBP ≧ 90 mmHg

C : Clinical symptoms

D : Duration

D : Diabetes mellitus

1
1

Hemiparesis

2

Speech disturbance

1

miscellous

0

≧ 60 min.

2

10 〜 59 min.

1

10 ＞ min.

0

Fig.1 Distribution of cases according to age.
Table 2 Past history of cases

1

CHADS2

Hypertension

87

Diabetes mellitus

27

Cerebral Infarction

28

Malignancy

22

Ischemic heart disease

11

C : Congestive heart failure

1

Arrhythmia

14

H : Hypertension

1

Chronic Kidney disease

21

A : Age ≧ 75

1

Moyamoya disease

1

D : Diabetes mellitus

1

Tetralogy of Fallot

1

S : Strole ⁄ TIA

2

Idiopathic thrombocytopenic purpula

1

SBP : systolic blood pressure, DBP: diastlic blood pressure

に 272 例の患者を対象とした。各患者について入院

く早期からリハビリ専門病院に転院するため，

時神経学的所見，および CT 所見の評価を行った。

vegetable state を判定しづらく，また今回 GOS より

今回の研究では画像上の脳梗塞と外傷予後の検討は

もさらに細かく神経予後を評価するため，退院時の

行っていない。

神経予後は modified Rankin Scale（mRS）を使用した。

また既往から ABCD2 スコア，CHADS2 スコアを

mRS 2 以下を予後良好群，mRS 3 以上を予後不良群
とした。χ2 検定を用い統計学的処理を行った。

判定した（Table 1）
。ABCD2 スコアでは元々来院時
の血圧で評価を行うが，頭部外傷後には出血による
ショックや頭蓋内圧亢進に伴う血圧上昇があるため，

Ⅲ─────────────── 結

高血圧の既往の有無で採点を行った。また臨床症状

果 ─

（項目 C），症状の持続時間（項目 D）は以前の脳虚血

性差は男性 178 例，女性 94 例。これまでの様々な

症状の状況を聴取し採点を行った。CHADS2 スコア

報告と同様に，若年層と高齢者に二峰性の分布がみ

において心不全の有無は，神経源性肺水腫，外傷に

ら れ た が ， 175 例 が 60 歳 以 上 の 高 齢 者 で あ っ た

よる肺損傷と急性期には判別困難である可能性があ

（Fig.1）。受傷原因は高齢者が多いことを反映して転

るため，心不全の既往の有無で評価を行った。神経

倒転落が 153 例と最も多く，これに交通外傷 84 例が

外 傷 の 予 後 評 価 は 通 常 Glasgow Outcome Scale

続いた。てんかん，挿管，酩酊等により来院時の意

（GOS）で評価されることが多いが，当院ではなるべ

識レベルが評価困難な症例を除外した 267 名のうち，
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Fig.2 Neurological prognosis on discharge according to
ABCD2 score.

Fig.3 Neurological prognosis on discharge according to
CHADS2 score.

good outcome: mRS 0 – 2, poor outcome : mRS 3 – 6
*p=0.02

good: mRS 0 – 2, poor: mRS 3 – 5, death: mRS 6
*p=0.012, **p=0.05

入院時 GCS は 15 点が 100 例（37.5％），14 点が 62
例（22.5％）と大部分が良好であった。GCS 8 点以下
の重症例は 54 例（20.2％）であった。CT 所見は急性
硬膜下血腫が 86 例（49.7％）と最も多く，これに外傷
性くも膜下出血（81 例）
，脳挫傷（64 例）
，頭蓋骨骨折
（38 例），硬膜外血腫（5 例）と続いた。既往歴（Table
2）は高血圧が 87 例と最も多く，以下脳梗塞（28 例），
糖尿病（27 例）
，悪性腫瘍（22 例）
，慢性腎疾患（21
例）であった。虚血性心疾患は 11 例にみられた。特
殊な既往としてもやもや病，ファロー四徴症，特発
性血小板減少性紫斑病が 1 例ずつ認められた。抗凝
固療法が行われていた症例は 13 名（4.8％）
，抗血小
板療法が行われていた症例は 36 例（13.2％）であっ

Fig.4 Neurological prognosis of patients aged 60 and
over according to CHADS2 score.

た。60 歳以上に限定すると 7.6％に抗凝固療法が，

20.6％に抗血小板療法が行われていた。

good: mRS 0 – 2, poor: mRS 3 – 5, death: mRS 6
*p=0.004, **p=0.05

32 例に急性期の脳神経外科領域の手術が行われた。
手術の内訳は開頭血腫除去術のみが 25 例，開頭除去
および外減圧術が 6 例，外減圧のみが１例であった。

染症による死亡が 5 例（肺炎 4 例）にみられ，肺梗塞

頭蓋内圧測定モニター留置のみの症例はなかった。

による死亡が 1 例みられた。画像，症状上は手術適

経過中，脳ヘルニアに伴う脳梗塞症例を含め 11 例

応であったが手術の同意が得られなかったものが 3

（4％）に脳梗塞が合併した。死亡例は 272 例中，38

例あった。この 3 例は転倒受傷かつ高齢で家族が希

例（13.9％）であった。このうち 65 歳以上の高齢者が

望されない症例であった。CT 上，直接的な死亡原因

30 例（78.9％）と大部分を占めた。38 例中，7 例に手

は急性硬膜下血腫が 28 例と最も多かった。外傷性く

術が行われた。死亡原因としては一次脳損傷が 19 例

も膜下出血は程度の差はあれ，死亡例の全例に認め

と一番多く，次いで脳腫脹増悪が 8 例であった。感

られた。
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Table 3 Characteristics of patients aged 60 and over according to CHADS2 score

CHADS2 score

0

1

2

3

4

5

6

n=37

n=55

n=43

n=21

n=9

n=9

n=0

Age (yrs.)

67.3 ± 4.7

74.6 ± 7.1

79.2 ± 6.3

78.2 ± 6.9

83.6 ± 6.0

78.1 ± 3.0

−

Male (n)

19 (51.3%) 82 (58.2%) 38 (88.4%)

13 (62%)

3 (33.3%)

6 (66.7%)

−

Number of cases

Severe head injury (GCS < 9)

9 (16.4%) 16 (37.2%)

8 (38.1%)

7 (77.8%)

2 (22.2%)

−

10 (27.0%)

4 (7.4%)

6 (14.0%)

1 (4.8%)

0 (0 ⁄ 0%)

1 (11.1%)

−

PTCI (%)

0 (0 ⁄ 0%)

4 (7.4%)

2 (4.7%)

1 (4.8%)

0 (0 ⁄ 0%)

1 (11.1%)

−

Past history of CI

0 (0 ⁄ 0%)

0 (0 ⁄ 0%)

1 (2.3%)

8 (38.1%)

8 (88.9%)

9 ( 100%)

−

antiplaterete ⁄ coagurative therapy

0 (0 ⁄ 0%)

6 (10.9%)

2 (4.7%)

11 (52.4%)

8 (88.9%)

9 ( 100%)

−

Operative case (%)

0 (0 ⁄ 0%)

PTCI: post-traumatic cerebral infarction, CI: cerebral infarction.

ABCD2 スコアでは 1 点以上で有意に退院時 mRS

後が悪化し，また ABCD2 スコア 1 点の症例が 60 歳

の悪化を認めた（Fig.2）
。ABCD2 スコア 0 点で予後

以上の症例であったため，CHADS2 スコアでの検討

良好群は 84.0％であるのに対し，ABCD2 スコア 1

を 60 歳以上に限定して行った。60 歳以上に限定し

点で予後良好群は 45.4％，以下 ABCD2 スコア 2 点

ても 2 点以上で有意に神経予後は不良（p=0.004）であ

45.9％，ABCD2 スコア 3 点 25.0％，

り，4 点以上で死亡率が増加した（p=0.05）
（Fig.4）
。

ABCD2 ス コ ア 4 点 50.0％ ，ABCD2 ス コ ア 5 点

CHADS2 スコアの得点別の内訳を検討した（Table

11.1％，ABCD2 スコア 6 点 33.3％，ABCD2 スコア

3）。CHADS2 スコアが高得点の症例は，抗血小板，

7 点 33.3％となり，ABCD2 スコア 1 点以上で予後良

抗凝固療法を行っている頻度が増加し，重症頭部外

好例が減少した。ただし ABCD2 スコア 3 点以上の

傷例の頻度が高かった。また CHADS2 スコア採点

症例が極端に少なく（ABCD2 スコア 3 点：16 例，4

の方法により，CHADS2 スコア１点以上で高年齢化

点：2 例，5 点：9 例，6 点：12 例，7 点：3 例），統

し，脳梗塞既往の割合が多かった。性差，外傷後脳

計学的意味が乏しかった。

梗塞の頻度，手術頻度には差はみられなかった。

ABCD2 スコア 1 点の症例は全例が年齢（60 歳以
上）によるものであった。脳梗塞の既往のみで比較す

Ⅳ─────────────── 考

ると脳梗塞既往がある群は有意に退院時神経予後が
不良であった（p=0.019）が，死亡率には有意差はな

察 ─

一般的に ABCD2 スコアは切迫性脳梗塞に抗血小

かった（p=0.274）
。

板 も し く は 抗 凝 固 療 法 を 行 う か ど う か ，ま た

CHADS2 スコア 6 点の症例はなかった。CHADS2

CHADS2 スコアは脳塞栓症の可能性がある患者に抗

スコア 2 点以上で有意に退院時の神経予後が悪化し

凝固療法を行うかどうかの指標である

た 。予 後 良 好 群 は CHADS2 ス コ ア 0 点 で 75.4％ ，

ABCD2 ス コ ア 1 点 以 上 で 神 経 予 後 が 悪 化 し ，

以下 CHADS2 スコア 1 点 61.7％，CHADS2 スコア

ABCD2 スコア 2 点以上では ABCD2 スコアと mRS

2 点 33.3％，CHADS2 スコア 3 点 22.7％，CHADS2

に相関関係が認められなかった。これは ABCD2 ス

スコア 4 点 22.2％，CHADS2 スコア 5 点 33.3％とき

コアのハイスコアの患者が極端に少ないためと思わ

れいな相関関係を示した。CHADS2 スコア 0 点と

れた。症例が多ければ，きちんとした有意差を見い

CHADS2 スコア 2 点の予後良好群には有意差（p=

だせる可能性があると思われる。しかし頭部外傷の

0.012）が認められた。また CHADS2 スコア 0 点と比

急性期から，今までの脳虚血の既往を完全に聴取す

較すると CHADS2 スコア 4 点以上で死亡例が増加

るのは実際には困難と思われ，実際の有用性は低い

した（p=0.05）
（Fig.3）
。ABCD2 スコア 1 点以上で予

と思われた。ただし脳梗塞の既往は予後不良因子で
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4,5,9,10）。

あり，脳梗塞の有無は入院時に十分に聴取するのが

なる。心不全の有無は心拍出量の低下とそれに伴う

好ましいと思われる。

平均動脈圧の低下を惹起し，動脈硬化性病変が存在

CHADS2 スコアは外傷予後の予測因子として有用

する場合に，その影響が出現しやすくなる。外傷急

であった。2 点以上で予後予後不良群が，4 点以上で

性期に MRI を行うことには，脳損傷の程度評価，陳

死 亡 率 が 増 加 し た 。年 齢 が 低 い と そ れ だ け で

旧性脳梗塞の評価と MRA で血管の状態を把握でき，

CHADS2 スコアは低下するため，ABCD2 スコアで

頭部外傷の治療に有用な情報を得ることができる。ま

予後不良となった 60 歳以上に限定して評価しても，

た急性期からの頭部造影 CT も同様であり，これら

同様の結果となった。CHADS2 ハイスコア群におい

の検査で脳血管の状態を把握することにより，外傷

て外傷予後が不良である原因としていくつかの理由

時の適切な脳循環の維持に有益な情報を得ることが

が考えられる。脳梗塞の既往により，もともと受傷

できると考えられる。しかしコスト，煩雑性等を考

前の mRS が悪い症例が含まれていた可能性は否定

えると，その症例は必要例に限定される必要がある。

できない。極端に mRS が悪いような症例は本研究

我々は動脈硬化性病変の有無が頭部外傷予後に影響

からは除外されているが，受傷前の mRS がもっと

を与える可能性があり，脳動脈硬化を有する患者の

正確に評価されるべきであった。CHADS2 スコアハ

スクリーニングに CHADS2 スコアが有効であると

イスコア群ほど入院時 GCS が不良であり，これが直

考えている。

接的に神経予後不良と関係していると考えられる。入

今回は現在臨床の場で非常によく使用されている

院時 GCS が不良な原因として，高齢もしくは脳梗塞

ABCD2 ス コ ア ，CHADS2 ス コ ア を 使 用 し 検 討 を

の既往により運動機能が低下し，受傷の衝撃を緩和

行ったが，頭部外傷用の脳血管病変評価スコアを作

できない

成しても良いのではないかと考えている。

13）ことも考えられるが，ハイスコア群では

高率に抗凝固，抗血小板療法が行われており，これ
により外傷による脳損傷が重症化した可能性が考え

Ⅴ─────────────── 結

られる。これまでの報告でも抗凝固療法は神経予後

論 ─

CHADS2 スコアで頭部外傷患者の予後予測が可能

を悪化させる重要な因子である 1）。ただし本研究に
おいて抗血小板，抗凝固療法を受けていた症例で，

であった。CHADS2 スコアは脳塞栓予防の判定基準

外傷性頭蓋内出血は軽度であるにもかかわらず予後

ではあるが，その内容は心機能という循環面，糖尿

不良の症例も存在しており，単純に薬物による出血

病，高血圧と行った動脈硬化を促進させる因子が考

傾向のみが予後不良の原因ではないと考えている。後

慮されており，脳動脈硬化が神経損傷を増悪させる

述するように抗血小板，抗凝固療法を要する基礎疾

可能性がある頭部外傷患者のスクリーニングに有用

患が頭部外傷患者の神経予後を悪化させている可能

と考えられた。

性があるが，これに関しては更なる症例数での検討
が必要である。

CHADS2 スコアの各項目で神経予後を悪化させる
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Objective: The Cerebrospinal Fluid Hypovolemia Research
Group beneficiary of a scientific research grant from the
Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) has concluded, that minor traumas, including motor vehicle accident, may cause spinal CSF leak. Because the first aim of
MHLW research group was to confirm the occurrence of
spinal CSF leak after minor trauma, very strict image diagnostic criteria were adopted. The purpose of this study is
to weigh the MHLW criteria against the existing image
diagnostics.
Materials and Methods : Between March 2011 and January
2013, 178 patients suspected with spinal CSF leak underwent
combined radioisotope cisternography (RIC) and computed
tomography myelography (CTM). Serial spinal MRIs were
performed before and after combined RIC ⁄ CTM studies.
Results : RIC revealed overt RI leak in 47 patients (Group
P), and CTM confirmed CSF leaks in 27 patients. In 52
patients with indirect RIC findings including early bladder
filling and/or accelerated RI clearance (Group I), CTM
confirmed CSF leaks in 7 patients. Eleven patients presented
with typical clinical and radiological features of spontaneous intracranial hypotension (SIH) (Group P : 7, Group I :
4). Serial spinal MRI after combined RIC ⁄ CTM showed
increased CSF leak in 33 ⁄ 47 patients (Group P), and 15 ⁄ 52
patients (Group I). In these patients, most CSF leaks were
located at thoracolumbar junction.
Conclusion : This study shows spinal CSF leak is a complication of minor trauma. In the diagnosis of spinal CSF leak,
RIC has several advantages in addition to its inherent ability,
especially when combined with CTM. Combined RIC ⁄ CTM
often increases CSF leak, resulting in the enhanced sensitivity of spinal MRI.
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

が組織された。研究班は，
（社）日本脳神経外科学会第

脳脊髄液漏出症の報告は 1930 年代まで遡るが，

学会の了承・承認を受けた「脳脊髄液漏出症」の画像判

70 回学術総会（2011 年 10 月，横浜）において，関連

1990 年代に入り MRI の普及とともに報告例が急増し

定基準・画像診断基準を公表した。この基準を用いて

た。わが国では 2000 年代に入り，交通外傷後の発症

すでに平成 22 年度までに，交通外傷など外傷が脳脊

が社会問題となり，平成 19 年度に厚生労働省研究班

髄液漏出症の原因となることが確認されている 15）。
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厚労省研究班，平成 22 年度研究報告書によれば，

く，他の部位に硬膜外造影剤漏出あり，B：穿刺部

16 例の診断確定例中，9 例が特発性低髄液圧症候群

漏出があるが，他の部位に硬膜外造影剤漏出あり，

（SIH），5 例が外傷に起因，その中の 2 例が交通外傷

互いに不連続，C1：穿刺部と連続する硬膜外漏出，

後である 15）。SIH の罹患率が 4～5 人／10 万人／年と

穿刺部から 1 椎間以上広がる，C2：穿刺部と連続す

されていることから，外傷に起因する脳脊髄液漏出

る硬膜外漏出，穿刺部から 1 椎間以内に限局，D：

症は 2～3 人，交通外傷に限れば約 1 人と言うことに

漏出所見なし，に細分類した。対象患者のほとんど

16,20）
。研究班の当初の目的は，まずこの病態の

は，主に検査時間の制約のため造影脊髄 MRI を行っ

患者の存在を確認することであった。そのため，ま

ていない。血管床内水分と硬膜外漏出の区別のため

ず第一弾として「脳脊髄液漏出が確実な症例」を診断

に，脊柱管内硬膜外腔，傍脊柱筋層間，神経根～神

するための画像判定基準・画像診断基準が作成され

経叢周辺の水分量増加に注目した。

なる

た。つまり感度を無視して，特異度を 100％とした

当院では平成 17 年以降，院内倫理員会の承認下に

基準である。したがって，SIH のように特徴的な起

自由診療で硬膜外ブラッドパッチ治療（EBP）を行っ

立性頭痛，脳 MRI 所見を呈することが少ない交通外

てきた。平成 24 年 7 月以降は，厚労省診断基準『確

傷後脳脊髄液漏出症患者は，見逃されることが多

定』～『確実』所見患者には，先進医療による治療が

かった可能性がある。現在研究班は「脳脊髄液漏出の

可能となった。それ以外の患者には自由診療での治

疑い」はあるものの「脳脊髄液漏出確実」とは診断

療を継続している。いずれの場合にもインフォーム

できなかった周辺病態に関する検討を行っている。

ドコンセントを得た後に EBP 治療を行った。EBP

具体的には RI 脳槽シンチグラフィー（RIC），脊髄

以外は通常の診療内容と同一であり，画像など臨床

MRI，MR 脊髄造影（MRM），CT 脊髄造影（CTM）

データの研究目的使用に関して，個人情報保護につ

所見を比較検討し，それぞれの検査所見の診断価値

いて説明の上で同意書を取得した。

を検証することになる。福山医療センターはこの面
で先行しており，すでに多数例のデータを蓄積して

Ⅲ─────────────── 結

いる。それらのデータを分析，検討した。

果 ─

〔 1 〕 RIC 所見，CTM 所見の対比
178 例中 47 例（26.4％）に RIC 画像上直接漏出所見

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

を認めた（P 群）。厚労省画像診断基準に当てはめる

平 成 23 年 3 月 ～ 平 成 25 年 1 月 の 間 ， 375 件 の

と，非対称性 RIC 異常集積が最多であり，いわゆる

RIC ⁄ CTM 同時検査を行った。内訳は初回診断検査

クリスマスツリー所見（腰部対称性異常集積）がこれ

178 例，EBP 治療後効果確認検査 197 件であり，今

に続いていた（Table 1）
。漏出レベルは，非対称性 23

回は硬膜外ブラッドパッチ（EBP）の画像所見への影

例中 7 例が下部胸椎～腰椎，16 例が腰椎以下であっ

響を避けるため前者を対象とした。178 例の大部分

た。腰部対称性 RI 異常集積所見 14 例中の 7 例は，

は交通外傷後の発症であった。RIC ⁄ CTM 併用につ

胸椎下部～胸腰椎移行部から漏出が始まっていた。

いては以前に報告した通り，25 G ペンシルポイント

SIH 患者 7 例は，すべて胸椎レベルの対称性漏出所

針で腰椎穿刺，髄液圧測定後，延長チューブを用い

見であった。P 群では早期膀胱内 RI 集積所見を 46

て，造影剤 10 ml，RI 溶液 1 ml の順に注入した

例，RI クリアランス亢進を 47 例全例に認めた。さ

8,9,10）
。

CT 撮影は注入後 1.5 時間，RIC は 1，2.5，6，24 時

らに 52 例（29.2％）が間接所見のみ陽性（早期膀胱内

間後に撮影した。さらに検査前日，検査当日穿刺後

RI 集積所見＋ RI クリアランス亢進： 45 例，早期膀

5 時間後（最近の症例では 2 時間後にも）に下部胸椎

胱内 RI 集積所見のみ：2 例，RI クリアランス亢進の

以下の MRI 検査を行った。従来の RIC 診断基準に

み：5 例）であり（ I 群）
，178 例中，計 99 例（55.6％）

基づいて髄液漏出ありと診断した患者について，画

であった。

像判定基準・画像診断基準の RIC，CTM 部分を適

これらの患者の平均罹病期間は 20.2 ヵ月，ほとん

用して分類した。CTM 所見は，A：穿刺部漏出な

どの患者が当院受診前に複数の医療機関で治療を受
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Table 1 Comparison of RIC and CTM findings

Numbers in parentheses indicate SIH patients.

Fig.1 Comparison of 3D MR myelograms before and 5 hours after lumbar puncture and
injection of 10 ml contrast medium + 1 ml RI solution, patient 1 (left), patient 2 (middle), and
patient 3 (right). In all patients, marked increase of fluid leak around the nerve roots and
paraspinal area was observed predominantly at thoracolumbar junction and upper lumbar
spine (white arrow).

けていた。発症原因としては，いわゆるむち打ち損

〔 2 〕 MRI 所見

傷（whiplash-associated disorder: WAD）のような交
通外傷： 54 例，スポーツ外傷： 5 例，家庭内暴力な

SIH 患者 11 例中，7 例は P 群，4 例は I 群であり，

ど暴力行為：3 例，転倒・転落：3 例，典型的 SIH：

全 例 脳 MRI 上 の び 慢 性 硬 膜 増 強 か ら 診 断 可 能 で

11 例などであった。

あった。8 例は検査前脊髄 MRI 画像で“floating dural

P 群 47 例 中 33 例 （ 70.2％）， I 群 52 例 中 13 例

sac sig（FDSS）”を認めた。SIH 以外の患者で，RIC ⁄

（25.0％）は，CTM で漏出が確認された。硬膜下～硬

CTM 検査前にこれらの所見を呈したのは 2 例のみで

膜外誤注入が疑われた症例はなかった

6）
。CTM

あり，び漫性硬膜増強，FDSS の両方が陽性であった。

で

A， B 判 定 に 該 当 し た も の は ， P 群 47 例 中 24 例

脊髄 MRI 画像を RIC ⁄ CTM 前後で比較すると，P 群

（51.1％）
，I 群 52 例中 6 例（11.5％）であり，それぞれ

47 例中 33 例（70.2％）
，Ｉ群 52 例中 15 例（28.8％）に

7 例，4 例の SIH が含まれていた。厚労省研究班画

Fig.1 のような硬膜外漏出液増加を認めた。大部分（P

像診断基準『確定』所見，
「③ 硬膜の欠損が特定でき

群 33 例中 26 例，I 群 15 例中 9 例）は，胸腰椎移行

る，④ くも膜下腔と硬膜外の造影剤が連続し，漏出

部の脊柱管内硬膜外水信号増加と腰髄神経根に沿っ

部位を特定できる。」に該当する例はなく，すべて

た漏出所見であった。6 例は，典型的な FDSS が，5

『確実』所見であった。CTM 陰性例の中で，RIC 直

時間後画像で胸腰椎移行部に新たに出現していた。
Fig.1 の 3 例を提示する。

接所見の原因と考えられる拡張した神経根鞘，シス
トなどが確認された例はなかった。
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Fig.2 Patient 1 (No.850). Serial whole body radioisotope cisternograms (posterior view)
taken at 1, 2.5, 6, and 24 hours after injection, at the diagnosis (upper row) showing left-sided
leaks at the lumbar spine (arrowheads) and early bladder filling (black arrows). Images at followup (lower row) showing disappearance of the leaks and early bladder filling. Accelerated RI
clearance at the diagnosis and its normalization at the follow-up is obvious.

Ⅳ─────────────── 症例呈示 ─
症例 1（No.850）：33 歳，女性。運転中の追突事故
で受傷，頭痛（起立性の自覚なし）
，めまいなどが持
続，受傷 10 ヵ月後に検査入院となった。脳脊髄液漏
出症と診断し，硬膜外ブラッドパッチを施行した。
症状は速やかに軽快し，12 ヵ月後に再検査を行った。

RI 脳槽シンチでは胸腰椎移行部左側に，複数の神経
根に沿った漏出像，早期膀胱内 RI 集積所見を認め，
厚労省画像診断基準では「非対称性 RI 異常集積＝
『疑』所見」と判定された。治療後にはこれらの所見は
消失していた（Fig.2）
。定量的分析では，RI クリアラ
ンス亢進と治療後の正常化が明らかであった。2.5～6
時間の半減期は治療前 0.693 ⁄ 0.1837 = 3.8 時間，治療

Fig.3 Patient 1 (No.850). Computed
tomography myelograms (CTM), anterior view (left), horizontal view (right)
showing massive epidural leaks of
contrast medium at the thoracolumbar
junction (white arrows). No leak is
observed at the level of spinal puncture (L3/4).

後 0.693 ⁄ 0.0557 = 12.4 時間である。髄液圧は診断時

12 cm，治療後は 13 cm 水柱であった。CTM では，RI
脳槽シンチ所見に一致する胸腰椎移行部に両側性造影
剤漏出を認めた。腰椎穿刺部位（L3 ⁄ 4）には造影剤漏
出を認めず，
『確実』所見と判定した
（Fig.3）
。
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Fig.4 Patient 1 (No.850). Left : Serial fat-saturated horizontal T2-weighted MR images at the
diagnosis, before (A), 5 hours (B) after spinal puncture and injection of 10 ml contrast
medium + 1 ml RI solution. Pre-puncture images show a small fluid collection dorsal to the
dural sac at Th12/L1-L2/3 (white arrowheads). Images 5 hours after injection, show massive
increase of epidural fluid collection at Th12/L1-L1/2 (white arrow). Paraspinal leaks along
spinal nerves are most prominent at L1/2-L2/3 (white broken circle). Right: Serial fat-saturated
horizontal T2-weighted MR images at the follow-up, before (C), 5 hours (D) after spinal
puncture and injection of 10 ml contrast medium + 1 ml RI solution. Pre-puncture images
show a small fluid collection dorsal to the dural sac at Th12/L1 (white arrowheads). No
increase of epidural fluid collection was observed at 5 hours.

Fig.4 に脊髄 MRI（脂肪抑制 T2 強調水平断画像）

以降，頭痛，頚部痛が続くため，11 ヵ月後に検査入

を示す。腰椎穿刺後 5 時間の画像では，脊柱管内外

院。脳脊髄液漏出症と診断し，硬膜外ブラッドパッ

に明らかな漏出像を認める。脊柱管内硬膜外貯留液

チを施行した。症状は速やかに軽快し，5 ヵ月後に

は Th12～ L2 で顕著であり，いわゆる FDSS を呈し

再検査を行った。

ている。神経根に沿った脊柱管外漏出は L1 ⁄ 2～2 ⁄ 3

RIC では，胸腰椎移行部左側に片側限局性 RI 異

で最大である。硬膜穿刺部位 L3 ⁄ 4 付近では漏出所

常集積（『強疑』所見），早期膀胱内 RI 集積所見は軽

見は軽微であり，これら漏出液増加が硬膜穿刺孔由

度だったが，明らかな RI クリアランス亢進を認めた

来でないと判断した。検査前日の画像を子細に検討

（Fig.5）。CTM では明らかな漏出を認めず，拡張し

すると，Th12 ⁄ L1～ L2 ⁄ 3 で硬膜嚢背側に少量の水

た神経根鞘，シストなどの構造物も否定された。硬

信号があり，5 時間画像では明らかに増加している。

膜穿刺部（L3 ⁄ 4）に微量の造影剤漏出がみられた

現在の厚労省研究班プロトコールでは，漏出液と判

（Fig.6）。検査前日の脊髄 MRI（脂肪抑制 T2 強調水

断するためには，Gd 造影 T1 強調画像で該当部分が

平断画像）には異常所見がなかったが，2 時間後画像

造影されないこと，すなわち血管内の水分ではない

では胸腰椎移行部で硬膜嚢背側，両側神経根に沿っ

ことを確認する必要がある。しかしこの場合には，5

た水信号の増加（漏出）を認めた。5 時間画像では，

時間画像で増加していること，CTM の造影剤漏出部

神経根に沿った左側優位の漏出が Th12 ⁄ L1 以下尾側

位と一致していることから，硬膜外漏出と判定した。

に広がっていた（Fig.6）。再検査時には RIC 陽性所

さらに治療後の画像で，硬膜嚢背側水信号の範囲が

見，硬膜穿刺前後での脊髄 MRI 所見変化は消失して

縮小していることもこの判断を支持している（Fig.4）。

いた。髄液圧は診断時 11 cm，治療後は 12 cm 水柱，

症例 2（No.1016）
：54 歳，男性。運転中の追突事故

2.5～ 6 時間の半減期は治療前 0.693 ⁄ 0.1837 = 5.3 時
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Fig.5 Patient 2 (No.1016). Serial whole body radioisotope cisternograms (posterior view)
taken at 1, 2.5, 6, and 24 hours after injection, at the diagnosis (upper row) showing a faint RI
leak in the left thoracolumbar junction (black arrowhead). Early bladder filling is not prominent (black arrows). These findings are disappeared at the follow-up (lower row).
間，治療後 0.693 ⁄ 0.0586 = 11.8 時間であった。

頚椎椎間関節ブロックなど）を受け，さらに症状が改

症例 3（No.903）：48 歳，女性。乗用車運転中の追

善した。

突事故で受傷。起立性頭痛，頚部痛，左上肢の痺れ
などが続くため，受傷 2 ヵ月後に検査入院。RIC で

Ⅴ─────────────── 考

は，直接漏出所見，早期膀胱内 RI 集積はなく，2.5

察 ─

～ 6 時間の RI クリアランス亢進（半減期： 0.693 ⁄

2013 年 6 月，国際頭痛分類第 3 版（ICHD-3）が公

0.1134 = 6.1 時間）を認めた（Fig.7）。CTM には漏出

開された 3）。脳脊髄液漏出症が分類される「7.2 低髄

所見はなかった。検査前日の脊髄 MRI（脂肪抑制 T2

液圧による頭痛」の項は大幅に改訂され，専門家の批

強調水平断画像）では Th11 ⁄ 12 硬膜嚢背側に小さな

判が集中していた「15 分以内の起立性頭痛」だけで

水信号域があり，2～ 5 時間後画像では Th11～ L1 で

なく，
「起立性頭痛」自体が診断条件から除かれた。交

硬膜嚢背側水信号の経時的増加，5 時間画像ではさ

通外傷後発症であれば，「事故を契機に出現した頭

らに左側神経根に沿った漏出が Th11 ⁄ 12，Th12 ⁄ L1

痛」が前提条件となる。一方，画像診断については細

に認められた（Fig.8）
。穿刺部 L3 ⁄ 4 付近では黄色靱

かい規定はない。現在 SIH 診断においては，脂肪抑

帯に沿った少量の水分増加を認めるのみであった。3

制 T2 強調画像による硬膜外貯留液（FDSS）の証明が

回の EBP により起立性頭痛は消失し，RIC クリアラ

重視されており，腰椎穿刺の必要な侵襲的検査は敬

ンスも半減期： 0.693 ⁄ 0.0463 = 15.0 時間と正常化し

遠される傾向にある 1,4,12,19）。むしろ SIH 診断後，漏

た（Fig.7）。髄液圧は診断時 12 cm，治療後は 13 cm

出部位の正確な同定が必要な場合に，特殊な脊髄造

水柱であった。その後，頚椎捻挫に対するペインク

影検査の有用性が報告されている 5,17）。注意しなけ

リニック治療（頚部筋群へのトリガーポイント注射，

ればならないのは，髄液漏出量が多い SIH 診断症例

12
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Fig.6 Patient 2 (No.1016). Serial fat-saturated horizontal T2-weighted MR images at the
diagnosis, before (A), 2 hours (B), 5 hours (C) after spinal puncture and injection of 10 ml
contrast medium + 1 ml RI solution. Images at 2 hours show new fluid collection dorsal to
the dural sac at Th11/12-Th12/L1 (white arrowheads) and fluid leaks along nerve roots at
Th11/12-L1/2 (white broken circles). Images at 5 hours show left dominant spread of fluid
into paraspinal tissues at Th12/L1-L3/4 (white broken circles). Computed tomography
myelograms (CTM) taken at 1.5 hours after the injection (D) show a very small leak at the
puncture site, L3/4 (black arrowhead).

でも，脊髄 MRI の感度は 100％ではないことであ

造影効果の有無による小さな水信号域の判定は，今

る 4,18,19）。

後の研究課題である。

今回の研究でも SIH 診断に関しては，脊髄 MRI

RIC，CTM の感度の比較では，P 群 47 例中 33 例

の感度が高いことが示された。しかしその他の患者

（70.2％），I 群 52 例中 13 例（25.0％）で CTM 上造影

では，特異度を重視の厚労省研究班「画像診断基準」

剤漏出が検出された。RIC の方が高感度の印象だが，

により『確実』所見と判定される例でも，MRI 所見の

CTM は漏出速度によって個々の患者で最適な撮影時

みで診断できることは少なかった。FDSS は大量の

期が異なる一方で，放射線被曝を考慮して撮影回数

硬膜外漏出～貯留であり，髄液漏出量が平均的に多

が 制 限 さ れ る こ と が 主 な 原 因 と 思 わ れ る 。ま た ，

い SIH 患者では高率にみられる所見と言うことであ

RIC 上の直接漏出所見の形態によって CTM 陽性率

ろう。診断精度向上のためには典型的な FDSS だけ

に違いがみられた。片側限局性 RI 異常集積： 0 ⁄ 3

でなく，症例 1，3 のような硬膜嚢背側の，三日月～

（0％），非対称性：13 ⁄ 23（56.5％），腰部対称性：13 ⁄

円弧状の水信号域にも注目する必要がある。厚労省

14（92.9％），胸部対称性：7 ⁄ 7（100％）であった。胸

研究班の画像診断基準では硬膜外水信号を漏出液と

部～腰部対称性 RI 異常集積では漏出量が多いため

診断するためには，T1 強調画像で造影されないこと

に，高率に造影剤漏出が検出されると考えられる。

が求められている。今回の対象例は，主に検査時間

最も漏出量が少ない片側限局性 RI 異常集積で検出率

の制約から造影 MRI 検査を省略した例が多かった。

が最も低く，漏出量が中間の非対称性 RI 異常集積で

13
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Fig.7 Patient 3 (No.903). Serial whole body radioisotope cisternograms (posterior view)
taken at 1, 2.5, 6, and 24 hours after injection, at the diagnosis (upper row) and at the followup (lower row) are seemingly normal. Accelerated RI clearance and its normalization after
treatment is the only abnormality.

は，検出率も中間と言うことであろう。厚労省研究

11 ml が注入されれば，髄液量増加～髄液圧上昇に

班では誤注入，穿刺孔漏出の疑いから，腰部対称性

より，髄膜破綻部からの漏出が一旦増加するのは当

RI 異常集積（クリスマスツリー）所見を参考所見にと

然であろう。その結果，水成分の描出に優れた MRI

どめているが，むしろ大量の髄液漏出を示す所見と

でも検出困難であった微量あるいは間欠的漏出の検

考えるべきであろう。

出が容易になる。このような漏出水分量の増加は，

今回の検討では RIC ⁄ CTM 前後の硬膜外漏出液量

pressure ⁄ volume enhancement とでも言うべき一種

増加が，診断感度を向上させる可能性が示された。P

の造影効果と考えることができる。

群 47 例中 33 例（70.2％）
，Ｉ群 52 例中 15 例（28.8％）

Sakurai ら は SIH 診 断 に お い て ， 穿 刺 孔 漏 出
（iatrogenic CSF leakage: ICSFL）による RIC 画像修

に硬膜外漏出液増加を認め，大部分の例では胸腰椎
移行部の脊柱管内硬膜外水信号増加と腰髄神経根に

飾の可能性を指摘している

沿った漏出所見であった。外傷性脳脊髄液漏出症患者

CTM が併用されておらず，増加した硬膜外漏出液の

では，従来腰椎以下の漏出が多いとされてきた

13,14）。こ の 報 告 で は

起源も十分に検証されていない。そのため ICSFL と

10,11）
。

しかし今回の結果をみると，実際は症例 1～3 のよう

判定した例の中にも，脳脊髄液漏出症患者が含まれ

に胸腰椎移行部の漏出が脊柱管内硬膜外腔を尾側に

ていた可能性がある。25 G ペンシルポイント針の穿

流れて，腰髄神経根に沿って広がる姿が RIC で捉え

刺孔漏出に関しては，死体硬膜を使用した精緻な実

られることが多かったと思われる。慢性的な髄液漏

験データがある 12）。同一条件下で，25 G ペンシルポ

出患者では，髄液量減少，髄液圧低下により，髄液

イント針，従来の 22 G ランセット針の漏出量はそれ

漏出量が減少し，病的ではあるが一種の平衡状態に

ぞ れ ， 0.25793 ± 0.080449 ml ⁄ hr と 3.27577 ±

あ る と 考 え ら れ る 。そ こ に RI 溶 液 ＋ 造 影 剤 ，計

7.672956 ml ⁄ hr（平均 ± SD）と桁違いである。平均漏

14
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Fig.8 Patient 3 (No.903). Serial fat-saturated horizontal T2-weighted
MR images (upper and lower row) and 3D-MR myelograms (middle
row) at the diagnosis, before (left column), 2 hours (middle column), 5
hours (right column) after spinal puncture and injection of 10 ml
contrast medium + 1 ml RI solution. Pre-puncture images show a
faint water signal at Th11/12, which remains unchanged at 2 hours
(white arrow). At 2 hours, a new small fluid collection is noted at
Th12/L1 (white arrowhead). Images at 5 hours show marked increase
of epidural fluid collection at Th11-Th12/L1 (floating dural sac sign :
white arrowheads) and left dominant spread of fluid into paraspinal
tissues at Th11/12-Th12/L1 (white broken circles). The latter finding
is well delineated by 3D-MR myelograms (middle row, white broken
circle). Minimum increase of epidural fluid collection was found at
the puncture site (broken arrow).
出量だけでなく，SD の違いも大きい。ペンシルポイ

先般公開された ICHD-3 では，RIC 所見は“outdated

ント針では，口径に応じて常に一定の穴が開くのに

test, less sensitive”とされている 3）。しかし，症例 2

対して，ランセット針では時に桁違いに大きな穴が

の脊髄 MRI 画像では，RIC ⁄ CTM 後のみに胸腰椎

開くことを示している。実際の RIC ⁄ CTM 同時検査

移行部に漏出がみられた。この例は RIC ⁄ CTM を行

でも，25 G ペンシルポイント針の穿刺孔漏出の広が

わなければ，MRI 診断は不可能だったことになる。

11）
。25 G

ペンシルポイ

しかも RIC 直接所見，早期膀胱内 RI 集積所見，RI

ント針の ICSFL による RIC 画像修飾については，今

クリアランス亢進も髄液漏出を示唆しており，少な

後さらに検討が必要であるが，Sakurai らは「穿刺孔

くともこの症例では RIC が“less sensitive”とは言え

漏出の影響は腰仙椎以下に留まる」と結論しており，

ない。間接所見（早期膀胱内 RI 集積）まで含めれば，

頚胸椎～胸腰椎移行部を含む漏出所見は，現時点で

RIC の感度は高いとする専門家は少なくない 8,21）。厚

も真の漏出と考えてよいであろう。

労省研究班では，「髄注した RI が血液中に移行する

りは従来限定的とされている

15
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時間は個人差が大きく，髄液漏出がなくても早期に

的に増加させ MRI 診断を容易にする場合があること

膀胱に集積する場合がある」との理由で早期膀胱内

が示された。

RI 集積所見は参考所見に留められている。しかし，
「個人差が大きく」の根拠とされたデータは 1970 年代

本論文の要旨は，第 36 回日本脳神経外傷学会（2013 年，
名古屋）で発表した。

のものである。研究対象は髄液循環異常が強く疑わ
れる患者群である上に，RI 注入技術に問題があり誤
注入の率が高い 2,6）。この点に関し近年の研究では，
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Purpose : The jumping has the potential risk of high energy
injury. The characteristics of head injury by jumping were
compared with that by simple falling during snowboarding.
Material and Method : 513 snowboarding head injury cases
consulted at Saito Memorial Hospital and Yuzawa Health
Medical Center, Niigata Prefecture, Japan from 2007/08 to
2010/11. The patient's background, traumatic amnesia/
transient loss of consciousness, injured site, organic traumatic
lesions were investigated in 278 cases due to falling and in
135 cases due to jumping in the 513 patients.
Results : Mean age was 24.9 years old in falling group, 24.8
years old in jumping group. Male ratio of jumping group
80.0% was significantly higher than that of falling group
58.6% p<0.001). The ratio of traumatic amnesia was almost
same in two groups, but the ratio of transient loss of consciousness in jumping group 34.1% was significantly higher
than that of falling group 12.9% (p<0.01). Organic traumatic
lesions were acute subdural hematoma 11 ; craniotomy was
performed two of 11 cases, skull fracture 1, epidural
hematoma 1 and maxillary sinus bleeding 1 in falling
group, acute subdural hematoma 3, skull fracture 1 and
subarachnoid hemorrhage 2 in jumping group.
Conclusions : The clinical features between the two groups
showed the differences. Head injury by jumping might
inflict greater damage for the brain.

脳神経外科

脳神経外科

Key words :
Snowboard
Jump
Fall
Amnesia
Consciousness loss
Helmet

Received October 1, 2013
Accepted January 30, 2014
Neurotraumatology 37: 18–22, 2014

そのなかでも，ワンメイクジャンプが魅力のひと

Ⅰ─────────────── はじめに ─

つとなっているスノーボードであるが，高エネル

スキー場の入り込み数は，1990 年ごろをピークに

ギー外傷にもつながる危険性を秘めている。そこで

その後減少し，現在はピーク時に比べ 1／ 3～ 1／ 4 と

ジャンプによる頭部外傷の特徴を，転倒による頭部

低迷してきている。そんな中で新興スポーツのス

外傷と比較しその特徴を調べた。

ノーボード愛好者数は 2000 年頃をピークに，急増の
後減少に転じ，受傷者数もその増減に相関している。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

さらにスノーボーダー全体の滑走技術は向上してき

2007 ⁄ 08～ 2010 ⁄ 11 までの 4 ウィンターシーズン

ているものの，やはり初心者の頭部外傷，逆エッジ
現象，ジャンプによる怪我は絶えない。

に，スノーボードによる頭部外傷で，新潟県南魚沼
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転倒群

ジャンプ群

278

135

24.9 歳

24.8 歳

患者数
平均年齢
性差
女性
41％

男性
59％

女性
20％

転倒群

ジャンプ群

不明
上級 4％
7％

中級
29％

㻖

男性
80％

不明
3％

初級
60％

㻖

初級
15％

上級 㻖
26％

中級 㻖
56％

Fig.2 The percentages of numbers of beginner, intermediate, expert and unknown as a skill level, in falling
group and jumping group (＊: p<0.01, Chi-square test).

Fig.1 The number of patients, mean ages and the male
percentages in falling group and jumping group (＊＊: p<
0.001, Chi-square test).

転倒群

ジャンプ群

市にある齋藤記念病院脳神経外科と南魚沼郡湯沢町
にある湯沢町保健医療センターを受診した 513 例の

㻖

後頭部以外 後頭部
44％
56％

中で，受傷機転として自己転倒による 278 例とジャ
ンプによる 135 例を対象に，患者背景，外傷性健忘・
意識消失の有無，受傷部位，器質的病変を比較検討

後頭部以外
61％

後頭部
39％

した。統計学的検定は，χ2 検定を用い，5％以下の
Fig.3 The percentages of numbers of occiput impact
cases and the other site hit cases, in falling group and
jumping group (＊:p<0.01, Chi-square test).

危険率をもって有意とした。

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

転倒群

ジャンプ群

一過性
意識消失
13％

平均年齢は転倒群 24.9 歳，ジャンプ群 24.8 歳と差
は無かった。男性比は転倒群 58.6％に比べ，ジャン
プ群 80.0％が有意に（p<0.001）高かった（Fig.1）。技
術レベルについては，転倒群では，初級者 59.7％，

健忘
35％

中級者 29.1％，上級者 6.8％に対し，ジャンプ群で
は，初級者 15.6％，中級者 55.6％，上級者 25.8％と，

無症状
52％

転倒群では，初級者が，ジャンプ群では，中・上級
者が有意に多かった（p<0.01）
（Fig.2）
。ヘルメット着

一過性 㻖
意識消失
34％

無症状
30％

健忘
36％

Fig.4 The percentages of numbers of no symptom cases
and cases with traumatic amnesia and cases with transient consciousness loss, in falling group and jumping
group (＊: p<0.01, Chi-square test).

用率は，転倒群で 4.3％，ジャンプ群で 11.1％であ
り，ジャンプ群で有意（p<0.01）に多く認められた。
頭部の受傷部位を，後頭部とそれ以外で比較した
ところ，後頭部を打った比率は転倒群 56.1％，ジャ
ンプ群 39.3％と後者で後頭部を打つことは少なかっ
た（p<0.01）
（Fig.3）
。意識障害に関しては，転倒群で
は，無症状 52.5％，外傷性健忘 34.5％，一過性意識

器質的病変に関しては，転倒群では急性硬膜下血

消失 13.0％がみられた。一方ジャンプ群では，無症

腫 11 例（開頭 2 例），頭蓋骨骨折 1 例，硬膜外血腫 1

状 29.6％，外傷性健忘 36.3％，一過性意識消失 34.1％

例，上顎洞内出血 1 例の計 15 例，ジャンプ群では急

がみられ，一過性意識消失を呈したのは転倒群に比

性硬膜下血腫 3 例，頭蓋骨骨折 1 例，くも膜下出血

べジャンプ群に有意に多かった（p<0.01）
（Fig.4）
。

2 例の計 6 例を認めた。
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Ⅳ─────────────── 考

を報告した。脊椎骨折の後発部位は下位胸椎と上位

察 ─

腰椎であった 10）。これらの報告からジャンプ事故
は，より高エネルギー外傷につながりやすいと言え

スノーボードは，スキーよりその歴史は浅いもの
の，この 20 年余りの間で，若者を中心にウィンタース

るであろう。
外傷時の一過性の意識消失に関しては，かつて広

ポーツとして定着した。しかし，その受傷率はスキー
よりも高く，全身外傷では 2.4 倍

く 受 け 入 れ ら れ て い た American Academy of

24）
，頭部外傷では，

1.7～5 倍受傷しやすいと報告されている

4,6,11,19）
。

Neurology 1）の grading では一過性の意識消失は外傷

ストックを持たず両足を一枚のボードに固定され

性健忘よりも重篤であるとされていたが，その後の

ている構造的な特性から，下肢より上肢，頭部の受

国際スポーツ脳振盪会議で，その重症度の差は否定

傷が多い，そのほかに初心者が緩斜面で逆エッジ現

された 14）。2004 年 14）に提唱された「単純型」「複雑

象をきたし強い外力が加わりやすいこと，さらにワ

型」の簡素化された分類もその後廃止され，脳振盪の

ンメイクジャンプがスノーボードの大きな魅力であ

重症度に関しては，意識消失や健忘の有無よりも脳

る反面，これは高エネルギー外傷につながる可能性

振盪に関連した諸症状の持続時間がその重症度を反

がある。数メートル進むジャンプもあれば，10 メー

映するものとされている。このように脳振盪の認識

トル以上の落差，数十メートル以上滑空する大きな

は，アップデートされ報告されている 9,14,15,16,18,22）。

ジャンプもあり，成功させると大きな喝采や羨望の

本報告では頭痛やふらつきや集中力の低下などの症

まなざしを受けるが，失敗した場合は大きな外力を

候発生やその持続時間は検討しておらず，この点で

受けるわけである。最近は，入り込み数，それに連

のジャンプに関する脳への影響は明言できない。し

動し受傷者数も減少傾向にあるが，中上級者のジャ

かし，ジャンプが高エネルギーを生むという先の諸

ンプ事故はあとを絶たない。本報告では，スノー

家の報告と，本報告の Fig.4 で示されたジャンプ群

ボード頭部外傷に様々な受傷機転がある中で，転倒

で一過性の意識消失が有意に多かったということの

とジャンプにターゲットを絞ってその特徴を比較検

整合性を考えると，一概には言えないものの，ス

討し，ジャンプ事故の脳への影響を検討した。文献

ノーボードでは一過性の意識消失の存在は，脳に対

を渉猟した限り他に同様の報告は見当たらない。

してより強い衝撃が加わっている可能性があると推

松本らは，スノーボードにおけるジャンプでの外

測される。

傷の特徴を報告し，この中で受傷者全体とジャンプ

著者ら 7）は本報告と同じエリアで，スノーボード

による外傷を比較しているが，ジャンプ群は男性，

による頭部外傷例を対象に，外傷性健忘の有無によ

中級者が有意に多かった 12）。また全体群と比較して

りその両群の特徴を調査し，健忘群では，中上級者，

ジャンプ群は骨折などの外傷が有意に多く，さらに

ジャンプ事故，ヘルメット着用率がいずれも有意に

脊 椎 骨 折 が 有 意 に 多 か っ た 。頭 部 外 傷 に 限 る と ，

多いことを示した。また一般的にスノーボードでは，

ジャンプ群は脳振盪型の比率が高いものの，有意差

後頭部を打つことが多いと報告されているが，健忘

19）よりも

群では，健忘を呈しない群に比べ後頭部を打つ比率

ジャンプ事故の方が“より大きな力”が加わり，若年

が有意に少ないものであった。ちなみに追跡調査が

のうちから後遺症をきたす可能性があるため，その

可能であった 36 例を調べたところ，健忘以外の頭

問題性，対策を強調している

痛・頭重，ふらつき，吐き気，疲れやすい，集中力

はなかったと報告している。逆エッジ現象

12）
。Yamakawa

らは，

脊椎外傷の症例を分析し，その中でスキーヤーより

がないなどの典型的兆候，全身的症候は，61％の症

もスノーボーダーの方が脊椎外傷が多く，ジャンプ

例で受傷 3 日目までに，また 85％の症例で受傷 7 日

による外傷が有意に高く，さらにスノーボーダーで

目までに消失した。

は，腰椎横突起骨折が有意に多いと報告し，ジャン

ボクシングやアメリカンフットボールなどのコン

プの脊椎への影響を示した 23）。北原らは整形外科領

タクトスポーツのほか，柔道でも急性硬膜下血腫な

域でのスノーボード外傷を報告し，ジャンプによる

どの重症頭部外傷が問題となっており 17），脳振盪対

受傷がより重症で，さらに脊椎骨折が多くなること

策が近年さらに重要視されている。スノーボードで
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は，スキーに比べ脳振盪を起こしやすく，さらに本

脳へのダメージが大きいことが推測された。このこ

報告で示されたようにジャンプではさらに脳振盪を

とを踏まえより慎重にトレーニングを積み，ヘル

起こすリスクは高まるため，脳振盪を起こした場合

メットを着用し，事後の対応も配慮し，素晴らしい

は，second impact syndrome 2,3,13）の予防や，慢性的

ウィンタースポーツを楽しんでもらいたい。

な脳振盪後症候群，脳機能低下防止のため，その程
度に応じ休養期間を設けることが望ましい。しかし，
他のコンタクトスポーツと異なりスノーボードは，競
技以外では概ねレクリエーションであり，管理され

文

ていないスポーツである。担当したスキー場の診療

献
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for children with head injury

放射線検査適応についての検討：

簡単な症状・所見より判断可能か？
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Background : The indication of radiological examination
for head injury in children often discussed. The aim of this
study was to identify clinical factors related to abnormal
findings on radiological examination.
Methods : We enrolled 565 patients younger than 15 years,
who underwent radiological examination for head injury
between January 2009 and December 2010. We collect data
on 3 parameters: age, subjective symptoms such as nausea,
vomiting and headache, and scalp hematoma.
Results : There were no significant differences in abnormal
findings on radiological examination between patients aged
0–2 and 3–15 years old, and between those with and without
subjective symptoms. Seven of 276 patients without scalp
hematoma, 14 of 225 with small scalp hematoma (< 3 cm),
and 17 of 26 with large scalp hematoma (> 3 cm) showed abnormal findings. There was a significant difference between
the three groups (p<0.0001).
Conclusion : Scalp hematoma, especially that more than 3
cm, should be considered as an indication for radiological
examination in children with head injury.
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いは外傷診療に不慣れな小児科医が小児頭部外傷の

Ⅰ─────────────── はじめに ─

初期対応にあたることも多く，また乳幼児例におけ

小児頭部外傷における画像診断の適応に関しては
議論の多いところではあるが

4,6,9,10,11,12,13）
，頭部

における放射線被曝の問題や

1,16）
，頭部単純

る神経学的評価の困難性も加わり，日常診療上画像

CT

診断を行うか否かについての判断に難渋しているこ

X-P の

とがしばしば見受けられる。そこで，今回我々は

7）もあいまって，画像診断

retrospective に年齢や，自覚症状としての嘔気・嘔

の施行に対し厳密化の傾向にある。現在，小児頭部

吐，頭痛の有無，皮下血腫の大きさといった日常診

外傷における画像診断の適応は，意識障害を主とす

療で簡単に判断できる所見と骨折，急性硬膜外血腫，

る神経学的異常所見の有無や外傷の程度などが主な

急性硬膜下血腫，外傷性くも膜下出血，脳挫傷など

判断材料となっている 5,6）。しかし我が国では小児診

の外傷性病変（以下，外傷性病変）を有する割合に関

療に不慣れな脳神経外科医以外の外科系医師，ある

連があるかを検討したので報告する。

有効性を疑問視する向き
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Table 1 Characteristics of 565 children with head injury

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

Characteristics

2009 年 1 月から 2010 年 12 月までに東京女子医科

Age – years（mean SD）

大学東医療センター脳神経外科外来（1 次，2 次救急

Value
5.2 ± 4.2 years

外来を含む）を受診した 15 歳以下の小児頭部外傷

0 – 2 years

190（33.6％）

1164 例中，頭部単純 X–P ないし頭部 CT（以下，画

3 – 15 years

375（66.4％）

像検査）のいずれかを行った 565 例（48.5％）を対象と

Symptoms（nausea, vomiting, headache） 133（23.5％）

した。画像検査を行うかどうかおよび行う画像検査
の種類については，個々の医師の判断とした。

Scalp hematoma

対象を，

none

283（50.1％）

① 神経学的所見を評価しにくい 0 から 2 歳群と 3

small

239（42.3％）

large（ > 3 cm）

から 15 歳群
② 嘔気・嘔吐，頭痛を有する群と，無症状群

43 （7.6％）

Imaging findings

③ 皮下血腫なし群，皮下血腫の大きさ 3 cm 以下

normal

群（以下，皮下血腫 ≦ 3 cm），皮下血腫の大き

527（93.3％）
38 （6.7％）

abnormal

さ 3 cm 超過群（以下，皮下血腫 ＞ 3 cm），
にそれぞれ分け，画像上の外傷性病変の有無との
関連についてχ2 検定を用い統計学的に検討した。

Table 2 Type of lesions on the radiological examination

Type of lesions

Ⅲ─────────────── 結

果 ─

Fr

No. of patients (%)
23（60.6）

ASDH

1 （2.6）

例（34.9％）。年齢は 5.3 ± 4.2 歳（0～15 歳）で，この

SAH

2 （5.3）

う ち 0～ 2 歳 が 190 例 （33.6％），3 歳 以 上 が 375 例

Fr + AEDH

6（15.8）

（66.4％）だった。133 例（23.5％）に嘔気・嘔吐，頭痛

Fr + ASDH

1 （2.6）

がみられた。皮下血腫は 282 例（49.9％）にみられ，そ

Fr + SAH

1 （2.6）

のうち大きさが 3 cm 以下が 239 例（42.3％）
，3 cm よ

Fr + contusion

1 （2.6）

り大きいものが 43 例（7.6％）であった。画像上外傷性

Fr + AEDH + ASDH

1 （2.6）

病変は 38 例（6.7％）でみられた（Table 1）
。外傷性病

Fr + AEDH + contusion

2 （5.3）

変の内訳は頭蓋骨骨折のみ 23 例，急性硬膜下血腫 1

Total

565 例の内訳は男児が 368 例（65.1％），女児が 197

例，くも膜下出血 2 例，頭蓋骨骨折＋急性硬膜外血

38

Fr: skull fracture, ASDH: acute subdural hematoma, AEDH:
acute epidural hematoma, SAH: subarachnoid hemorrhage

腫 6 例，頭蓋骨骨折＋急性硬膜下血腫 1 例，頭蓋骨
骨折＋くも膜下出血 1 例，頭蓋骨骨折＋脳挫傷 1 例，
頭蓋骨骨折＋急性硬膜外血腫＋急性硬膜下血腫 1 例，

ると，自覚症状を有する群では 13 例（9.8％），無症

頭蓋骨骨折＋急性硬膜外血腫＋脳挫傷 2 例であった

状群では 22 例（5.3％）に外傷性病変を認めたが，統
計学的有意差は認められなかった（p=0.07）
（Fig.2）。

（Table 2）。
年齢群別に外傷性病変の有無をみると，0 から 2

皮下血腫の大きさと外傷性病変の有無との関連をみ

歳群は 16 例（8.4％）に外傷性病変がみられ，3 から

ると，皮下血腫 ≦ 3 cm 群では 14 例（5.9％）
，皮下血

15 歳群では 22 例（5.9％）に画像上の外傷性変化を認

腫 ＞ 3 cm 群では 17 例（39.5％）
，皮下血腫なし群で

めた。2 群間に統計学的有意差は認められなかった

は 7 例（2.5％）に外傷性病変を認めた。この 3 群を比
較すると，皮下血腫＞3 cm 群で有意に外傷性病変を

（Fig.1）。

有する割合が高い結果となった（p<0.0001（
）Fig.3）
。

自覚症状の有無と外傷性病変の有無との関連をみ
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Fig.1 The relationship between abnormal findings on
radiological examination and age.

Fig.3 The relationship between abnormal findings on
radiological examination and scalp hematoma.

There was no significant difference between the two age
groups.

There was a significant difference between the three groups
(p<0.0001).

学的異常所見が存在する場合，高エネルギー外傷と
思われる受傷機転の場合などが画像検査を行う際の
判断材料とされている 6,10）。また，皮下血腫が大き
い場合は外傷性病変を伴いやすいとの報告もある 3）。
ここで小児頭部外傷の初期診療を考えると，脳神経
外科医以外が対応にあたることも多く，可能な限り
簡便な方法，判断しやすい症状・所見から画像診断
の適応が判定できることが望ましいと思われる。そ

Fig.2 The relationship between abnormal findings on
radiological examination and subjective symptoms.

こで，我々は年齢，症状，皮下血腫の大きさという

There was no significant difference between the two groups.

極めて簡単な所見と外傷性病変の有無との関連につ
いて検討した。
年齢については，意識をはじめ神経学的所見の判
断が困難な 2 歳以下の群と，神経学的所見の判断が

Ⅳ─────────────── 考

しやすくなる 3 歳以上の群に区分し検討したが，外

察 ─

傷性病変を有する割合に差は認められなかった。過

小児頭部外傷患者の診療における画像診断，特に

去の報告では 2 歳未満が外傷性病変を合併する危険

頭部 CT の適応については明確な指針が確立されて

因子とされるものもみられるが 18），近年の頭部外傷

いるとはいえず，特に軽症小児頭部外傷に対する画

のガイドラインでは特に 2 歳以下が危険因子との記

像検査の必要性については一定の見解が得られてい

載はみられない 5,19）。また尾崎らも同様な年齢群で

ない 4,6,9,10,11,12,13）。ただし近年放射線被爆の影響 1,16）

の外傷性病変の有無を検討をしており，2 歳未満で

および軽症頭部外傷における頭蓋内外傷性病変の発

も他覚的頭部打撲の所見がない場合には外傷性病変

生頻度

を有する割合に年長児との差は認められなかったと

6,14,15,17）を考慮にいれ，軽症小児頭部外傷に対

しては画像診断を極力避ける方向となってきている。

しており 11），小児頭部外傷における画像診断の適応

しかし実際の臨床現場では，頭部外傷診療に不慣れ

に関し年齢を考慮する必要性は少ないと考えられる。

な医師が対応することも多いこともあいまって，画

ただし今回の検討では純粋に年齢のみの違いで比較

像診断を行うか否かについて判断に難渋しているこ

しており，その他の事項は一切考慮していない。前

とがしばしば見受けられる。過去の報告によると，

記の尾崎らの報告では他覚的頭部打撲所見の有無で

嘔吐などの症状を有する場合や意識障害などの神経

区分し，他覚的頭部打撲の所見がある場合は 2 歳未
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満では年長児と比べ外傷性病変を有する割合が高い

超過する皮下血腫を有する場合は，神経学的異常所

と述べており，何らかの所見がみられる場合は 2 歳

見がなくとも画像診断が必須と考えられた。

未満（あるいは 2 歳以下）であることが危険因子とな
る可能性もある。また 2 歳以下でも 0 歳，1 歳，2 歳
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後頭蓋窩慢性硬膜下血腫の１手術例

A surgical case of chronic subdural hematoma
of posterior fossa: A case report
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Symptomatic chronic subdural hematomas of the posterior
fossae are rare, with only 7 surgical cases having been
described in the CT era.
Herein, we report a rare case of an 80-year-old female with
chronic subdural hematomas of the posterior fossae who
complained of headache and vomiting. Hematoma irrigation by burr hole surgery was safely confirmed by intraoperative CT. Her symptoms were relieved immediately by
the operation.
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29 U/l，TP 8.1 g/dl，Alb 3.6 g/dl，BUN 17.4 mg/dl，

Ⅰ─────────────── はじめに ─

Cre 0.60 mg/dl，総コレステロール 113 mg/dl，赤血

症例数が多く，通常穿頭血腫除去術が行われるテ

球数 397 万 /µl，血色素量 9.5 g/dl，ヘマトクリット

ント上の慢性硬膜下血腫と比し，後頭蓋窩慢性硬膜

30.5％，血小板数 6.7 万/µl，白血球数 4020 /µl，出血

下血腫の報告例は少ない。今回 1 手術例を経験した

時間 1 分 30 秒，PT 12.4 秒，APTT 86.6％であり，明

ので，若干の文献的考察を含め報告する。

らかな血液凝固系の異常は認めなかったが，C 型肝
炎後の肝硬変に伴うと思われる総コレステロール値

Ⅱ─────────────── 症
患

と血小板数の低下を認めた。

例 ─

入院後経過：入院後，頭痛・嘔気のさらなる増悪

者：80 歳，女性

を認めた。入院 4 日目の頭部 CT（Fig.2-A, B and C）
・

既往歴：心房中隔欠損症（65 歳時に手術加療），輸

MR（Fig.2-D, E and F）にて，左後頭蓋窩の硬膜下血

血歴あり，食道静脈瘤，Ｃ型肝炎にて他院で肝庇護

腫の増大・脳幹・中脳水道の圧排所見とともに第 3 脳

剤の投与中であった。

室・両側側脳室の軽度拡大を認めた。テント上の硬

現病歴：明らかな頭部打撲から約 2 週間後，次第

膜下血腫は無症候性のものと判断した。

に増強する頭痛と嘔気の精査にて近医受診。多発性

手術所見：左後頭蓋窩の硬膜下血腫の圧排による

硬膜下血腫（大脳鎌・右円蓋部・両側後頭蓋窩）を認め

症状の進行性の増悪と診断し，同日左側後頭蓋窩硬
膜下血腫に対して，穿頭血腫除去術を施行。全身麻

（Fig.1-A, B and C）
，当院紹介入院。
入院時所見：明らかな神経脱落兆候は認めず，保

酔下，右側臥位で，頭部をカーボン式の頭部 3 点固

存的加療を施行。

定器で固定し，頭部を左へ回旋させ，血腫直上が一

血液学的検査：GOT 61 U/l，GPT 36 U/l，γ-GTP

番高い位置となるように体位をとった。心電図の電
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Fig.4 Postoperative CT image obtained 7 weeks after
surgery showing the disappearance of the bilateral
subdural hematomas of the posterior fossae (A) and
supratentorial subdural hematomas (B and C).
開。血腫外膜を確認の上切開すると，60 ml の暗赤

Fig.1 CT scans at admission (A, B, C, D and E) showing
supra- and infratentorial hematomas. Coronal CT (D
and E) reconstructed after the operation.

色の血腫が噴出。温生食にて洗浄し，血腫の除去を
直視下に確認後，自走式 CT にても確認すると，CP

angle から convexity にかけての血腫の消失を認めて
いた（Fig.3-B）。ドレーンは留置せず，閉創し，手術
を終了。
術後経過：術後，頭痛・嘔気の消失を認め，術後

7 日目に独歩退院となった。その後，外来でフォロー
を行い，術後 7 週間後の CT にて再発を認めず，また
テント上の硬膜下血腫の消失も認めたため（Fig.4-A,
B and C），近医でフォローを行うこととし，当院で
の加療を終了した。
Fig.2 CT (A, B and C) and MRI (D, E and F) images
taken 3 days after admission showing multiple hematomas, hydrocephalus and compression of the fourth
ventricle.

Ⅲ─────────────── 考

察 ─

成人例での後頭蓋窩慢性硬膜下血腫の正確な頻度
は不明である。CT 導入以前の Ciembroniewicz の報
告 で ， 535 例 中 3 例 と あ る が ，急 性 も 含 ま れ て い
る 3）。後頭蓋窩慢性硬膜下血腫の報告が少ない理由
として，① CT での検出率が悪いため，血腫が小さ
い例では自然消失を認めているのではと考察してい
る報告 13）や ② 静脈洞損傷の頻度が少なく，後頭蓋
窩には架橋静脈が少ないためと考察している報告 12），
③ 後頭蓋窩に急性硬膜下血腫を起こした段階で死に

Fig.3 Preoperative CT image showing the electrode
right on the subdural hematoma of the left posterior
fossa (A) and an intraoperative CT image showing the
placement of the burr hole and disappearance of the
hematoma. Circle indicating the electrode as a marker.

至り慢性硬膜下血腫となっていない例があるのでは
と考察している報告 4）を認める。当院では平成 20 年

1 月初め～24 年 12 月末までの 5 年間に手術的加療を
行った慢性硬膜下血腫・水腫 215 例のうち，後頭蓋

極をマーカーとして利用し，手術室備え付けの 16 列

窩症例は今回の 1 例のみで，0.5％の頻度であった。

自走式

CT 14）で血腫直上を確認（Fig.3-A）。まずは低

後頭蓋窩慢性硬膜下血腫の原因として，新生児では

侵襲の穿頭術とし，十分な血腫除去が行えない場合

産道外傷に合併する報告を認めるが，高齢者では外

は開頭術への移行も考慮して，手術に臨んだ。血腫

傷による静脈洞や架橋静脈の破綻 13），AVM や動脈

直上に約 5 cm の皮切を置き，穿頭後，硬膜を×字切

瘤からの出血 6），小脳出血に伴うもの 4），抗凝固療
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法 1,6,9），抗血小板療法 10），血小板減少症 11）が挙げら

行ったところ，深部の血腫も除去されていることが

れる。今回は外傷および増悪因子としての肝硬変・

確認できた。全身麻酔下で施行したものの，外科的

血小板数減少の影響が考えられた。また初発症状と

侵襲は最小限で，治癒せしめたと考えられた。

しては嘔吐やめまいが多く，その原因は小脳症状や
水頭症による症状とされる 13）。診断には，後頭蓋窩

Ⅳ─────────────── おわりに ─

の artifact が多い CT よりも，MRI が補助診断に有
用で，特に冠状断でテントとの位置関係が明瞭にな
る

5,10）
。本症例でも，CT

稀な症候性後頭蓋窩慢性硬膜下血腫症例を経験し，
穿頭血腫除去術にて良好な経過をたどった 1 例を報

よりも MRI にて，血腫は

明瞭であった。後日入院時の CT のデータから multi-

告した。深部の血腫も認めていたが，術中 CT にて，

planar reconstruction（MPR）による冠状断を作成して

深部の血腫も除去されていることが確認できた。治

いるが（Fig.1-D and E）
，CT の冠状断も補助診断と

療のみならず，画像所見も興味深いものと思われ，

して有用と思われた。CT では，後頭蓋窩病変がわか

報告した。

りにくいときに，第 4 脳室の圧排所見が唯一のサイ
ンとなることもあり 11），注意して画像を読影する必
要がある。
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The case is a 23-year-old man. He collided into a tree
while snow boarding. He was transported to our hospital
due to an impaired consciousness. His level of consciousness
at admission was E1V2M5/GCS and he suffered from left
hemiplegia. The diagnosis upon admission was “ pneumocephalus, fracture of the right sphenoid sinus wall, left
occipital bone fracture, fracture of the mandible, left pneumothorax, bilateral pulmonary contusion”. When intensive care
was carried out and neurologic findings were confirmed
along with his recovery of consciousness, a diagnosis of
Millard-Gubler syndrome was made from the observation
of right abducens nerve palsy, right facial paralysis and left
hemiplegia. The present case is a rare and independent
case of brain stem injury, caused by both hyperextension
and hyperflexion of the neck to the mandible bone and
occipital bone was considered from the fracture. During
follow-up, there was no prominent acceleration of ICP and
secondary brain injury was ruled out. Although the time
of onset of the symptoms is unknown, the prognosis of the
nerves was relatively good. Regarding the image findings,
MRIT2-weighted imaging and FLAIR imaging showed a
pale spotted high-signal area was indicated only in the
right central part and basilar part of the pons ; however, no
low signal region suggesting bleeding was observed upon
T2star-weighted imaging.
This case was believed to be a shearing strain injury
because the lesion was in a somewhat deep part of the
brain stem and the brain surface was maintained.

を呈した稀な脳幹単独損傷を経験したので報告する。

Ⅰ─────────────── はじめに ─
近年，MRI 等の画像検査の汎用性に伴い，外傷に

Ⅱ─────────────── 症

よる脳幹単独損傷を捉える機会は増えつつある。今
回，通常は椎骨脳底動脈系の血管障害で生じることが

症

多い，橋下部腹側症候群（Millard-Gubler syndrome）

既往歴：生来健康，特記すべきことなし。
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例：23 歳，男性。

例 ─

Fig.1 Brain CT on admission.

Fig.2 Brain CT on 2 days.

CT scan demonstrated small neumocephalus.

CT scan showed traumatic SAH in the interpeduncular fossa.

現病歴： 2010 年冬，当院から約 80 km 離れたス

経麻痺，左上下肢の麻痺（MMT4）の交代性片麻痺が

キー場にてスノーボードで立ち木に衝突。意識障害

あり，橋下部腹側症候群（Millard-Gubler syndrome）

あり，消防からのドクターへリ現場要請となり，当

の所見と一致した。8 日後の MRI では，右橋下部腹

院へ搬送となる。

側から中央部の脳幹単独損傷を呈していた（Fig.3-A,

来院時所見：呼吸・循環等のバイタル・サインは安

B, C, D）
。なお，MRA では主要動脈の明らかな損傷

定していたが，意識レベルは E1V2M5 ⁄ GCS，不穏

は認められなかった。

による全身体動は激かったが，軽度の左片麻痺を認

患者はその後，下顎骨手術を施行し，1 ヵ月後に

めた。顔面の腫脹と両側鼻出血・左耳出血が存在し

は右外転神経と右顔面神経麻痺はほぼ軽快し，左上

た。瞳孔不同あり（右 2.5 mm，左 2 mm）
，対光反射

下肢も徐々に軽快し杖にて独歩可能となった。第 32

両側迅速。その他，左呼吸音の減弱があった。

病日に更なるリハビリテーション目的で転院とした。

経

過：救急外来にて気管挿管と左胸腔ドレーン

挿入後に画像精査室へ移動した。全身 CT 等の画像

Ⅲ─────────────── 考

検査を行い「気脳症，右蝶形骨洞壁骨折，左後頭骨骨

察 ─

折，下顎骨骨折，左気胸，両側肺挫傷」の診断とし

頭部外傷により生じた橋下部腹側症候群（Millard-

た。なお，初回の CT では，気脳症以外は脳幹部お

Gubler syndrome）は，極めて稀であり，渉猟する限

よび大脳実質の挫傷，血腫等は認められなかった

り本邦でのみ 3 例 7,8,11）の報告がるが，20 年以上前に

（Fig.1）。その後，手術室にて ICP センサーを挿入

さかのぼる。いずれも当時の CT，MRI では出血や

し，救命救急センター ICU での集中治療管理となっ

梗塞巣などの脳幹病変は明らかに認められず，小脳

た。経過中，一過性であるが尿崩症も認められた。

内血腫 8）や後頭蓋窩の急性硬膜下血腫 11），橋前槽の

ICP は挿入時より 12 mmHg 前後であり，高値を示

血腫による橋への圧排 7）を認める所見であった。

すことはなく早期に抜去された。さらに人工呼吸器

脳幹損傷の特徴は，多くは多発性脳損傷の一部と

管理も 3 日間で終了し抜管となった。抜管直前に頭

して生じ，単独の損傷は稀である 4）。頚椎の過伸展，

部 CT を 施 行 ，脚 間 槽 に 淡 い SAH が 認 め ら れ た

過屈曲のいずれも起こりうるとされるが 2,6），ICP 亢

（Fig.2）が，7 日後の頭部 CT では消失していた。

進による二次性脳損傷でもありえる。一般的に脳幹

抜管直後はやや傾眠状態であったが，指示動作は良

の単独損傷では受傷直後は意識清明のことが多く，受

好であった。その後，意識レベルの回復時に，詳細な

傷後数時間で核間性眼球運動障害を生じ，さらに神

神経所見の確認を行うと，右外転神経麻痺，右顔面神

経予後は良好とされる 2）。
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A

B

C

D

Fig.3 Brain Magnetic Resonance imaging on 8 days.
FLAIR MR imaging (A) and T2 weighted MR imaging axial view (B) and coronal
view (C) showing high signal intensity in the right basilar part of pons and pontine
tegmentum.
T2star MR imaging (D) showing no low signal intensity suggested hemorrhage.

本例は稀な単独の脳幹損傷であり，下顎骨，後頭

号域は認められなかった。また，病変は脳幹の深部

骨の骨折からは，頚部の過伸展，過屈曲のいずれの

にあって脳表が保たれていた。クモ膜下腔での神経

影響も考えられた。経過中 ICP の著明な亢進はな

や血管の断裂，損傷であれば脳表，もしくは脳表か

く，二次性脳損傷は否定的であった。挿管下の人工

ら連続する病巣であると考えられる。よって本例は，

呼吸器使用による集中治療が行われたことにより，眼

浮腫が主体であり，出血をほとんど伴わない shear-

球運動障害の発現の時期は不明であるが，神経予後

ing strain injury の可能性が考えられた。

は比較的良好であった。

このように画像所見にて大脳白質に異常信号が認

一次性脳幹損傷の発症機序には諸説があり，① 脳

められず，脳幹のみの単独損傷ではあるが，受傷時

幹 部 の 移 動 に よ り 脳 神 経 が 引 き 抜 か れ る nerve

よりの意識障害やその後の脳幹症状の存在，ICP の

固定された血管が破綻し出血した

亢進がなかったことなどからは，本例は Gennarelli

斜台や錐体に脳幹が打ち

の定義 5）する Diffuse axonal injury の特徴の多くを

avulsion

1）。②

neurovascular friction

9）
。③

有した病態でもあった。

つ け ら れ る local brain contusion 3）。④ Acceleration

movement による shearing strain injury

5）
。さらには，

⑤ 脳槽血腫の圧迫より生じる穿通枝の vasosteno-

Ⅳ─────────────── おわりに ─

sis 7,10）などがある。
本例の MRI 画像では，T2 強調像，FLAIR 像で，

頭部外傷により生じた尾側橋底部症候群（Millard-

右橋下部腹側から中央部の脳幹部単独に淡い斑状高

Gubler syndrome）の 1 例を報告した。本例における

信号を示すものの，T2＊強調像では出血を示す低信

その発生機序は MRI 画像からは Acceleration move-
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We report the case of a penetrating injury due to a
pruning shears. A 54-year-old male felt down from a
stepladder and a pruning shears stuck his right ear. He
was transferred to our emergency room in the state that a
pruning shears stuck. At the time of removing another
stretcher in our emergency room, a pruning shears was
come out. Bloody cerebrospinal fluid (CSF) was flowed
out from his right ear. His consciousness was normal and
had no neurological deficit. A brain computed tomography (CT) revealed intracranial air in the posterior fossa and
penetrating fracture of the right pyramidal bone.
Subarachnoid hemorrhage and brain contusion were not
recognized. Three dimensional CT angiography (3D-CTA)
revealed no damage of the major vessels. Instead of surgical
craniotomy, spinal drainage was placed for 24 days. CSF
leak was under control and not detected 21 hospital day.
Meropenem hydrate (3.0g/day) was used prophylactically
for 28 days and infectious complication was not occurred.
Although slight sensorineural hearing loss remained, the
patient returned his work. However, surgical operative
strategy in penetrating injury cases is usually managed,
there are some cases cured by conservative treatment.

主

Ⅰ─────────────── はじめに ─

訴：右外耳道刺創

家族歴・既往歴：特記すべきことなし
現病歴：自宅庭の木に梯子をかけて剪定作業中に，

頭蓋内穿通外傷は刃物，傘，箸，鉛筆などの身近
な日常生活用品や自動釘打ち機やドリルなどの工具

梯子が倒れて約 3 m の高さから地面に墜落，その際

用器具，散弾銃など様々な物で生じ，刺入経路も経

に使用していた長さ約 80 cm の剪定鋏が右外耳孔に

頭蓋的，経眼窩的，経口腔的，経頭蓋底的などがあ

刺さり受傷し当院に搬送された。

る。今回我々は植木の剪定作業中に剪定鋏が頭蓋内

入院時現症：意識清明，右外耳道に剪定鋏が入っ

に刺入した症例を経験したので，文献的考察を加え

ていた状態で搬送された（Fig.1-A,B）が，救急隊スト

て報告する。

レッチャーから病院のストレッチャーに移動する際
に鋏が抜けてしまった。鋏が抜けた後の外耳道から

Ⅱ─────────────── 症
症

は髄液が混ざった血液が流出し（Fig.2-A），ダブルリ

例 ─

ングサイン陽性であった（Fig.2-B）。
入院時検査所見：頭部 CT にて後頭蓋窩に空気の

例：54 歳，男性
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Fig.4 3D-CTA revealed no damage of the major vessels
(A : AP view, B : lateral view).

Fig.1
A: Photograph in the ambulance. Patient held a pruning
shear.
B : Photograph of a pruning shear.

Fig.5
A : Bloody CSF (arrows) was flowed out from the stuck
wound in the external auditory meatus.
B : Damaged dura mater (arrow heads) and cerebellar
cortex were found.
C: The stuck wound was cured and CSF was not
flowed out.
Fig.2
A : Bloody CSF was flowed out of his right ear.
B : Double ring sign was observed.

頭蓋内混入所見を認めたが CT 上，明らかな脳挫傷
や出血は認められなかった（Fig.3-A）。右錐体骨を貫
通する刺入痕を認めた（Fig.3-B, C, D）。刺入痕は後
頭蓋窩まで到達していたが，3D-CTA で静脈洞の損
傷は認められなかった（Fig.4-A, B）。内視鏡で外耳孔
を観察すると外耳道後壁に長径 2 cm 程度の刺入創を
認め，髄液が拍動性に流出していたが鼓膜損傷は認
められなかった（Fig.5-A）。創部よりさらに内視鏡を
深部に進めると破損した硬膜および挫傷した脳組織
を確認した（Fig.5-B）。
入院後経過：刺入孔に対して閉鎖術を緊急に行う
か否か，耳鼻咽喉科医と検討した結果，急性期は抗菌
剤使用と髄液排出コントロールによる保存的治療と
し，髄液漏出が治癒しなければ直達術による閉鎖術を
行う方針とした。入院日に脊髄ドレナージを留置し，

Fig.3
A : CT on admission revealed air (arrow) in the right
cerebello-pontine angle.
B : Pyramidal bone fracture (arrow) was found.
C : Liner bone defect (arrow heads) was in the right
pyramidal bone.
D : Wedge-shaped bone defect (arrow heads) was found
behind the right ear in 3D-CT.

一 日 の 髄 液 排 出 量 を 適 宜 調 整 し ，抗 菌 薬 と し て

MEMP（3 g／日）を 28 日間使用した。脊髄ドレナージ
留置中は原則としてベッド上安静とし，左側臥位とし
た。脊髄ドレナージ留置直後から外耳孔からの拍動性
の髄液流出はなくなり，第 21 病日には肉眼的に刺入
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孔は閉鎖し髄液の排出は認められなくなった。第 24

ことが好ましいが，検査の段階において必要に応じ

病日に脊髄ドレナージ抜去，第 24 病日に耳鼻咽喉科

て鋏の柄を短く切り落としたり，刺入異物を部分的

でファイバーを施行し，刺入した部分が完全に閉鎖

に切断したりする場合もありうる。

し，鼓膜も正常であることを確認した（Fig.5-C）
。刺

今回の我々の症例では刺入した鋏が抜けても刺入

入した剪定鋏の刃先から Staphylococcus capitis が検

部からの出血が増加せず，意識レベルの低下もな

出されたが入院経過中に髄膜炎の合併はみられなかっ

かったため，静脈洞を含む頭蓋内血管損傷や急激な

た。入院中長期臥床に伴う筋力低下をきたしたため，

挫傷性脳内出血発生の可能性は低かったが，念のた

リハビリテーションを行い第 53 病日に独歩自宅退院

め，3D-CTA にて血管損傷の評価を行った。穿通し

した。現在，軽度右感音性難聴を認めるが社会復帰し

た異物により頭蓋内主要血管損傷が強く疑われる場

ている。

合には脳血管撮影や CTA，MRA を行うことが勧め
られているが 6,13），3D-CTA では金属などの刺入し

Ⅲ─────────────── 考

た異物による halation が強く血管の損傷が評価困難

察 ─

と想定される場合には脳血管撮影が望ましいと考え

頭部穿通外傷は箸，傘，ペンなどの日常生活用品

る。頭蓋内穿通外傷における脳血管撮影の適応は，

やガラス片，釘など様々なものが原因物質となりう

大血管損傷が疑われる場合以外では必要ないという

る。日本ではまれだが，銃弾は欧米では穿通性頭部

報告もある 8）が，頭部外傷による遅発性の外傷性脳

外傷の大半を占め，死因の約 3 割を占めている 4）。

動脈瘤形成の可能性があるため，手術前後の 2 回の

受傷機転は様々で，永広らは頭蓋穿通創症例 40 例の

脳血管撮影が重要とする報告もある 12）。いずれにせ

受傷機転として労働災害 13 例，自殺行為 5 例，交通

よ硬膜内に刺入するような穿通外傷では脳血管の評

事故 1 例，不明 3 例，暴力的犯罪 18 例と分析してい

価が必要と思われる。

14）
。自験例も剪定鋏を操作中に脚立からの転落に

髄液漏の予防目的で破損した硬膜の修復が必要で

より受傷した症例であり，転落事故による労働災害

あるが，損傷した硬膜の修復に関しては重症頭部外

であった。脚立の足場の固定や複数人数での作業な

傷治療・管理のガイドラインによれば，骨膜・筋膜・

どの対策を十分にしていれば転落を防ぎ得た可能性

腱膜などの自家組織を用いて密に行うことが勧めら

がある。

れるとされている 13）。我々の症例での剪定鋏の刃先

る

頭部穿通外傷の治療においては，刺入異物の除去，

は先細りで，頭蓋骨と硬膜を刺通した部分の破損範

損傷組織の debridement および修復，感染予防が重

囲は 2 cm × 0.5 cm 程度であり，さらに刺入部から

要である。刺入異物の抜去の時期に関しては重症頭

破損した硬膜面までの距離は約 5 cm と深い部分で

部外傷治療・管理のガイドラインによれば「突き刺

あった。刺入した鋏が欠損なく抜けていたこと，硬

さった異物は，手術室に入室するまで抜去すること

膜外からも硬膜内からも硬膜閉鎖は困難と想定され

13）
，外傷初期診

たこと，fiberscope にて刺入部内には木片や毛髪な

療ガイドライン（JATEC）においても「安易に抜去せ

どの異物が認められないこと，耳鼻咽喉科は感染の

ず primary survey の後に脳神経外科医にコンサルト

可能性のある刺入創に対して急性期に有茎弁を用い

18）
。異物抜去は治療可能になっ

ての packing はしない 1）とのことなどから，急性期

は禁忌と考えてよい」とされており

する」とされている

のデブリードメントと硬膜形成は行わなかった。

た状態で抜くことが好ましく，受傷直後に刺入異物
を不用意に抜去すると致命的になることもある

我々の症例は頭蓋内に異物の残存がなかったこと，硬

3）
。

頭蓋内刺入異物の刺入程度，刺入部位および脳損

膜損傷の範囲が比較的小さく脊髄ドレナージにて髄

傷の有無について頭部レントゲン撮影，CT や脳血管

液排出のコントロールが可能であったこと，感染を

撮影を行う必要があるが，我々の症例のような長い

合併しなかったことが組織修復を促し自然閉鎖をき

柄を持った鋏が突き刺さったままの状態では，脳血

たしたと考える。しかしながら，異物刺入した場合

管撮影や 3D-CTA において鋏の保持が困難であるこ

には異物除去後に創部デブリードメントを行い，硬

とが予想される。治療可能な状態で刺入異物を抜く

膜や頭蓋骨の再建術を行うことが基本と思われる 7）。
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方針は様々であるが，刺入の状態の把握，特に頭蓋
内血管損傷の有無の確認が必要であり，治療可能な
状態での刺入物抜去，穿通による損傷部位の修復，
適切な抗菌剤の使用が基本と考える。
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軽微な頭部外傷後に前大脳動脈の

Occlusion of the anterior cerebral artery after
minor head injury: Case report

閉塞をきたした 11 歳女児の１例
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A 11-year-old girl suffered a minor head injury during a
snowball fight. She showed an abnormal behavior several
hours later and consulted our hospital the next day. An
acute ischemic lesion was detected in the left caudate head
on CT. MRA revealed string sign in the left A1 and A2
segment. A diagnosis of posttraumatic anterior cerebral
artery dissection was made. Cerebral angiography performed 11 days after head injury revealed occlusion of left
anterior cerebral artery. The occlusion of the anterior
cerebral artery after minor head trauma is extremely rare
condition and has not reported so far.
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が紛れ込んだ雪玉が左後頭部に当たった。意識消失

Ⅰ─────────────── はじめに ─

もなく，その後も普段と変わりなかったが，帰宅後

頭部外傷に伴う脳血管損傷は，頭部外傷全体の

数時間して塾に行ってから，突然笑い出したり，異

1％程度に合併するとされており，その頻度は比較的

常な言動を繰り返すようになった。翌日になって異

少ない。しかも意識障害などを伴う重篤な外傷後に

常な言動はいくらか改善したものの，様子がおかし

生じることが多く，軽微な外傷に伴うことは極めて

いため，近医を受診。異常を認めないとのことで帰

稀である。著者らは，軽微な頭部外傷後に前大脳動

宅したが，両親が心配になり，当院救急外来を受診

脈の解離性病変をきたし，閉塞に至った 11 歳女児の

した。
来院時現症：血圧 118 ⁄ 72，脈拍 68 回／分，意識

1 例を経験したので報告する。

清明，神経学的には明らかな異常なし。

Ⅱ─────────────── 症

検査所見：頭部 CT では，左尾状核に低吸収域を

例 ─

認めた（Fig.1）。また，MR では拡散強調画像で左尾

患

者：11 歳，女児，右利き。

状核に高信号域を認め，頭部 MRA では左前大脳動

主

訴：異常な言動。

脈 A1～A2 部にかけて string sign を認めた（Fig.2）。

既往歴：特記事項なし。

血液生化学的検査では特に異常なく，血液凝固系に

家族歴：特記事項なし。

も異常は認めなかった。

現病歴：某日，友人と雪合戦をしている最中，石

入院後経過：左 recurrent artery of Heubner 領域の
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Fig.2 Magnetic resonance angiogram 1 day after trauma
shows string like appearance of left A1 and A2 portions.
Fig.1 Computed tomogram 1 day after trauma shows
low density area at left caudate head.

Fig.4 Right carotid angiogram 11 days after trauma
shows stenosis of right A2 portion.

Fig.3 Left carotid angiogram 11 days after trauma
shows complete occlusion of left A1 portion at its origin.

脳梗塞と診断し，入院の上エダラボンとグリセオー
ルの点滴を開始した。受傷後 11 日目に施行した脳血
管撮影では，左前大脳動脈は起始部で閉塞しており
（Fig.3），同血管支配域は，左中大脳動脈領域と左後
大脳動脈領域から leptomeningeal anastomosis によ

Fig.5 Diffusion weighted image 17 days after trauma
shows high signal intensity area in midbrain.

る血流を受けていた。右前大脳動脈 A2 部にも狭窄
を認めた（Fig.4）
。頭部 MRA で認められた左前大脳
動脈 A1～ A2 部の string sign が，脳血管撮影時には
左前大脳動脈の起始部で完全閉塞していた経時的な

用）では，安静時脳血流は右半球 57.7 ml ⁄ 100 g/min，

変化から，左前大脳動脈の外傷性解離性病変から完

左半球 53.0 ml ⁄ 100 g/min と左半球で右半球よりも

全閉塞に至ったものと判断した。また，左 recurrent

軽度低下しており，左前大脳動脈領域では，安静時，

artery of Heubner は，左前大脳動脈 A1～ A2 部の解

負荷時ともに対側と比較して集積低下部位が多くみ

離性病変が原因となって閉塞したと考えられた。受

られた。とりわけレンズ核領域での左右差が顕著

傷後 16 日目に行った脳血流シンチ（99mTc-ECD 使

だった。受傷後 17 日目の MR では，左中脳に新た
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の損傷は，脳組織の移動によって大脳鎌辺縁で血管
が損傷されるか，あるいは大脳鎌に固定されている
ために牽引力が働き，損傷されると考えられている
が

2,16,18），

仮 性 動 脈 瘤 の 報 告 例 が 多 く

6,19,24,25,26,27,28,29,30）
，解離性病変の報告は極めて稀であ

る 2,8）。外傷例と非外傷例を含めた小児の解離性病変
について検討した Fullerton ら 5）の報告では，男児に
多く，解離血管の部位をみると，前大脳動脈の解離
は前方循環系の解離 66 例中 2 例であり，頭蓋外内頚
動脈 29 例，頭蓋内内頚動脈 20 例，中大脳動脈 15 例
と比較しても少なかった。特に前方循環系に生じる

Fig.6 Right carotid angiogram 21 days after trauma
shows that stenosis of right A2 portion has improved.

解離性病変は，外傷の既往のない場合は頭蓋内血管
に多く，外傷の既往がある場合は頭蓋外血管に多い
という点は，成人とは明らかに発症機序が異なると
考えられる。解離性病変の発症時期は，受傷後数時
間～1 週間の例が 85％と，受傷後早期に発症する例
が多く，全例脳虚血症状で発症している。
受傷機転に関して検討すると，頭蓋内動脈が損傷
を受ける外傷は，交通事故が 60％以上を占め，次い
で転落事故が多いとされている 15）。いずれにしても

Fig.7 Magnetic resonance angiogram 3 years after
trauma shows occlusion of left A1 portion at its origin.

大きな外力が作用し，意識障害を伴うような重症頭
部外傷がほとんどであり 8,16,19,29,30），軽微な外傷に伴
うケースは極めて珍しい 2,7,12,21）。中でも軽微な外傷

な高信号域が出現していたが，同病変による症状は

によって前大脳動脈が損傷されたとする報告は，渉

認めなかった（Fig.5）
。この時点からシロスタゾール

猟しえた限りでは 3 例を数えるのみである 2,12,21）。そ

100 mg の内服を開始した。受傷後 21 日目に再検し

の中で仮性動脈瘤を生じた例は，Kim ら 12）の 7 カ月

た脳血管撮影では，右前大脳動脈 A2 部の狭窄は改

の 小 児 例 と ， Senegor 21） の 32 歳 女 性 例 で あ り ，

善していた（Fig.6）
。入院中に施行した高次脳機能検

Amagasa ら 2）の 44 歳男性例は解離性動脈瘤だった。

査では，MMSE 26 ⁄ 30 であり，軽度の注意障害が指

ところで小児の軽微な頭部外傷後に大脳基底核領域

摘された。受傷後 23 日目に退院後は外来でシロスタ

の脳梗塞をきたす例が少なからず報告されてい

ゾール 100 mg の処方を継続しながら，MRA による

る

経過観察を行った（Fig.7）
。経過中に症状の悪化もな

カ月までの男児 5 例，女児 3 例の報告では，受傷機

く，学業の遅れなども認めなかったため，受傷後 2

転は 5 例が転倒，3 例が衝突で，受傷から発症まで

年目には投薬も中止した。受傷後 3 年目の脳血流シ

の時間は 15 分から 72 時間であり，全例頭痛嘔吐な

ンチでは，脳血流の左右差はみられなくなった。

どの脳振盪症状に引き続いて片麻痺などの神経症状

11,13,22,23）。Kieslich

ら 11）の 2 歳 7 カ月から 7 歳 8

が出現している。その中で，自験例同様に recurrent

Ⅲ─────────────── 考

artery of Heubner の血流支配域の脳梗塞をきたした

察 ─

例が 1 例報告されているが，解離性血管病変が確認

頭部外傷に伴う脳血管の損傷は，頭部外傷の 1％

された例はなかった。Sepelyak ら 22）の 3 例は，全例

程度に合併すると言われており，その頻度は少ない。

運動障害で発症しており，1 例は基底核，2 例は脳幹

損傷される頭蓋内血管は，内頚動脈が最も多く，末

に梗塞巣が出現したが，recurrent artery of Heubner

梢の血管が損傷されることは稀である。前大脳動脈

の血流支配域の脳梗塞をきたした例はなかった。ま
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た Shaffer ら 23）は，軽微な頭部外傷後に，striatocap-

かけて string sign を認めており，後日行った血管撮

sular infarction を起こした 1 歳～6 歳の男児 1 例，女

影では左 A1 部において閉塞が認められている経緯

児 4 例の報告をしているが，受傷機転は転倒 1 例，

から，左 A1 部の解離性病変から閉塞に至ったと考

転落 4 例だった。全例運動障害で発症しているが，3

えられる。これまで報告されている大脳鎌辺縁によ

例は神経症状を残さず回復している。この 5 例では

る血管壁の損傷や，内頚動脈の解離の進展というよう

血管の解離性病変を認めた例はなかった。基底核領

なメカニズムでは説明ができず，発症のメカニズムは

域の穿通枝が障害される機序に関しては，レンズ核線

不明である。

13,23），内膜損傷に伴う血栓形

外傷性脳動脈損傷の治療と予後であるが，外傷性仮

22,23）などが指摘されており，血管の解離性病変に

性動脈瘤は出血した場合の予後は不良であるため，早

伴う場合は 7％～ 10％程度とされている。ここで自

期の外科的介入が必要とされている 18）。最近では血

験例について検討すると，受傷機転は雪合戦の最中

管内治療による治療例の報告も増えてきている 4,10,12）。

に，石が紛れ込んだ雪玉が左後頭部に当たったとい

外傷性解離性動脈病変も予後不良な場合が多いが，血

うもので，その際頭部を大きく動かしたかどうかの

行再建を用いた治療は困難なことが多いため，治療

情報は得られていない。しかし受傷直後は普段と変

法は慎重に考慮する必要があるだろう。軽微な外傷

わったこともなく，数時間程してから異常な言動が

後に大脳基底核領域に脳梗塞をきたす小児例でも，過

みられるようになったという経緯，そして本人に脳

去の報告例は全例運動障害を認めており，機能予後

梗塞を引き起こすような素因がなかったことを考え

も決して良好とはいえない 11,22）が，積極的な治療の

ると，受傷を契機にして左前大脳動脈 A1～ A2 部の

適応となることは少ないと思われる。自験例では左

解離性病変が生じ，recurrent artery of Heubner が損

中 大 脳 動 脈 領 域 と 左 後 大 脳 動 脈 領 域 か ら lepto-

傷されて脳梗塞をきたしたと考えられるが，自験例

meningeal anastomosis による側副血行が十分発達し

と同様の受傷機転で脳血管損傷を生じたとする例は，

ており，経過観察に留めたが，経過中に左中脳の梗

渉猟しえた限りでは見当たらなかった。

塞巣が出現したため，抗血小板薬の投与を開始した。

条体動脈の血管孿縮
成

外傷後に前大脳動脈の閉塞に至った例は，過去に 7
例報告があるのみであり

血管病変の進行の可能性も疑われたため，2 回目の
血管撮影も行ったが，右前大脳動脈 A2 部の狭窄は

1,3,8,9,14,17,20）
，極めて稀な病

態である。この 7 例の受傷機転は，交通事故が 6 例，

改善しており，新たな血管病変の出現もなかった。

転落が 1 例と，いずれも高エネルギー外傷と考えら

推 論 で は あ る が ，後 方 循 環 か ら も leptomeningeal

れる。交通事故の 6 例は，全例 21 歳から 83 歳の成

anastomosis が 発 達 し て い た た め ， hemodynamic

人例で，男性 2 例，女性 4 例だった 1,3,8,9,14,20）。5 歳

mechanism による血流低下が生じて新たな梗塞をき

男児の 1 例は，転落によるものだった 17）。受傷から

たした可能性がある。その後，外来で投薬を継続し

発症までの時間は，1 時間～ 48 時間であり，仮性動

たが，新たな症状が出現することもなく，経過も良

脈瘤が受傷後数日～数週間してから発症するのとは

好だったため，2 年後には抗血小板薬を中止した。

対 照 的 で あ る 。予 後 に 関 し て は ， 4 例 が 死 亡 し
3,14,17,20）
，3

り

例は植物症状態または障害が残存してお

Ⅳ─────────────── おわりに ─

1,8,9,）
，極めて不良である。前大脳動脈が外傷後に

閉塞をきたすメカニズムとしては，直接損傷，動脈

軽微な頭部外傷を契機に前大脳動脈の解離から閉

壁の解離，血栓形成や塞栓性機序などが報告されて

塞に至った 11 歳女児の 1 例を報告した。これまで渉

7 例の前大脳動脈閉塞症

猟しえた限りでは，軽微な外傷で前大脳動脈の閉塞

例の中で，A1 部で閉塞した症例は 3 例あり，2 例は

をきたした例は報告がなく，極めて稀な病態と考え

いる

20）
。過去に報告された

内頚動脈の解離が A1 部にまで波及したもの

3,9）
，1

られた。

例は前頭蓋底の骨折線が A1 部から A2 部を巻き込ん
だために閉塞したものと考察されている 20）。自験例

文

は，受診時の MRA で，左前大脳動脈 A1～ A2 部に

43
神経外傷 Vol.37 2014

献

1） 天笠雅春, 佐藤壮, 清水幸彦, ほか：外傷性前大脳動脈閉
塞. 脳外 16: 103-107, 1988.

aneurysms due to blunt brain injury-a single center experience.
Acta Neurochir（Wien）154: 2187-2193, 2012.

2） Amagasa M, Sato S, Otabe K: Posttraumatic dissecting
aneurysm of the anterior cerebral artery:case report.
Neurosurgery 23: 221-225, 1988.

16） Nakstad P, Nornes H, Hauge HN: Traumatic aneurysms of
the pericallosal arteries. Neuroradiology 28: 335-338, 1986.
17） Nelson JW: Dissecting subintimal hematomas of the intracranial arteries: report of a case. J Am Osteopath Assoc 67:
512-527, 1968.

3） Dratz HM, Woodhall B: Traumatic dissecting aneurysm of
left internal carotid, anterior cerebral artery and middle
cerebral arteries. J Neuropathol Exp Neurol 6: 286-291, 1947.

18） 太田富雄 , 松谷雅生：脳神経外科学 Ⅱ . 金芳堂 , 京都 ,
2008, pp1289-1295.

4） Fulkerson DH, Voorhies JN, McCanna SP, et al:
Endovascular treatment and radiographic follow-up of proximal traumatic intracranial aneurysms in adolescents: case series
and review of the literature. Childs Nerv Syst 26: 613-620,
2010.

19） Opeskin K: Traumatic pericallosal artery aneurysm. Am J
Forensic Med Pathol 16: 11-16, 1995.
20） Paiva WS, de Andrade AF, Soares MS, et al: Occlusion of the
anterior cerebral artery after head trauma. World J Radiol 5:
226-228, 2013.

5） Fullerton HJ, Johnston SC, Smith WS: Arterial dissection and
stroke in children. Neurology 57: 1155-1160, 2001.

21） Senegor M: Traumatic pericallosal aneurysm in a patient with
no major trauma. Case report. J Neurosurg 75: 475-477,
1991.

6） Gallari G, Chibbaro S, Perra G: Traumatic aneurysm of the
pericallosal artery in children. Case report. J Neurosurg Sci 41:
189-193, 1997.

22） Sepelyak K, Gailloud P, Jordan LC: Athletica, minor trauma,
and pediatric arterial ischemic stroke. Eur J Pediatr 169: 557562, 2010.

7） Huber R, Kassubek J: Minor trauma may lead to traumatic
internal carotid artery dissection. Neurocrit Care 3: 254-256,
2005.

23） Shaffer L, Rich PM, Ganesan V: Can mild head injury cause
ischaemic stroke ? Arch Dis Child 88: 267-269, 2003.

8） Ishibashi A, Kubota Y, Yokokura Y, et al: Traumatic occlusion
of the anterior cerebral artery — case report. Neurol Med Chir
（Tokyo）35: 882-885, 1995.

24） Steinborn M, Schäffeler C, Kabs C, et al: CT and MR
imaging of primary cerebrovascular complications in pediatric
head trauma. Emerg Radiol 17: 309-315, 2010.

9） 岩本芳浩, 藤本正人, 中川善雄, ほか：外傷性脳梗塞の検
討. 京都府立医科大学雑誌 102: 965-971, 1993.

25） Suhara S, Wong AS, Wong JO: Post-traumatic pericallosal
artery aneurysm presenting with subdural haematoma without
subarachnoid hemorrhage. Br J Neurosurg 22: 295-297, 2008.

10） Jadhav AP, Pryor JC, Nogueira RG: Onyx embolization for
the endovascular treatment of infectious and traumatic
aneurysms involving the cranial and cerebral vasculatures. J
Neurointerv Surg 5: 562-565, 2013.

26） Van Rooij WJ, Van Rooij SB: Endovascular treatment of
traumatic pericallosal artery aneurysms. A case report. Interv
Neuroradiol 19: 56-59, 2013.

11） Kieslich M, Fielder A, Heller C, et al: Minor head injury as
cause and co-factor in the aetiology of stroke in childhood: a
report of eight cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 73: 1316, 2002.

27） Ventureyra EC, Higgins MJ: Traumatic intracranial
aneurysms in childhood and adolescence. Case reports and
review of the literature. Childs Nerv Syst 10: 361-379, 1994.

12） Kim B, Lee SK, Terbrugge KG: Endovascular treatment of
traumatic intracranial aneurysm in an infant. A case report.
Interv Neuroradiol 9: 199-204, 2003.

28） Yamanaka K, Ishihara M, Nakajima S, et al: Coil embolization
of a traumatic intracranial aneurysm of the distal part of the
azygos anterior cerebral artery followed up for 4 years. Neurol
Med Chir（Tokyo）51: 572-575, 2011.

13） Landi A, Marotta N, Mancarella C, et al: Basal ganglia stroke
due to mild head trauma in pediatric age-clinical and therapeutic management: a case report and 10 year literature review.
Ital J Pediatr 37: 2, 2011.

29） Yang TC, Lo LY, Huang YC, et al: Traumatic anterior
cerebral artery aneurysm following blunt craniofacial trauma.
Eur Neurol 58: 239-245, 2007.

14） Levin W: Vascular lesions in head injuries. Br J Surg 55: 321331, 1968.

30） Yuge T, Shigemori M, Tokutomi T, et al: Diffuse axonal
injury associated with multiple traumatic aneurysms of the
distal anterior cerebral artery — case report. Neurol Med Chir
（Tokyo）30: 412-416, 1990.

15） Mao Z, Wang N, Hussain M, et al: Traumatic intracranial

■ 金子 隆昭（彦根市立病院 脳神経外科）
〒 522-8539

44
神経外傷 Vol.37 2014

滋賀県彦根市八坂町 1882 番地

症例報告
Official Journal of The Japan Society of Neurotraumatology

神経外傷 37（2014）45 – 48

肝硬変による出血傾向を伴う

Pseudoaneurysm of the superficial temporal
artery in a patient with cirrhosis

浅側頭動脈仮性動脈瘤の１例
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Pseudoaneurysm of the superficial temporal artery (STA)
is found as a pulsatile cystic mass in a temporal area, but is
rarely reported. We report a case of pseudoaneurysm of
the STA in a patient with cirrhosis who has a tendency to
bleed.
A 53-year-old man presented with a pulsatile mass in the
left temporal region which developed a month after head
injury from a bicycle accident after drinking. The mass was
3 cm in diameter and compressible, and decreased in size
after manual compression of the proximal STA. 3D-CT
Angiography showed a pseudoaneurysm of the left STA.
At first, we treated the pseudoaneurysm with conservative
treatments because of the tendency to bleed caused by
cirrhosis. But the pseudoaneurysm kept growing and
formed ulcer in the top of the pseudoaneurysm, therefore
we resected the pseudoaneurysm with ligation of the
proximal and distal ends of the STA. There is no recurrence after the resection of the pseudoaneurysm.
The pseudoaneurysm of STA could not be cured by the
conservative treatments in this case. Surgical resection of
the pasudoaneurysm of STA should be recommended even
though a patient has risk factors such as a tendency to
bleed.

Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅱ─────────────── 症
症

例：53 歳，男性

中でも浅側頭動脈仮性動脈瘤の報告例は少ない。浅

主

訴：頭部の膨らみ

側頭動脈仮性動脈瘤は Thomas Bartholin によって

既往歴：肝硬変

1740 年に最初に報告され

職

末梢動脈における仮性動脈瘤は稀な疾患であるが，

4）
，それから

270 年以上経

例 ─

業：自営業

過した現在までに約 400 例の文献報告があるのみで

現病歴：飲酒後に自転車で転倒し，左側頭部を打

1）
，今日の日常診療でも遭遇することの少ない

撲したため当院へ救急搬送された。頭部 CT 上，左

疾患である。本稿では，肝硬変による出血傾向を認

側頭部に皮下血腫を認めるも頭蓋内に異常なく帰宅

める患者の浅側頭動脈仮性動脈瘤の 1 治療例を経験

した（Fig.1）。その後，徐々に皮下血腫が拍動を伴い

したので報告する。

増大してきたため，第 34 病日に再診となった。

あり
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来院時現症：左側頭部の打撲部に一致して拍動性
の巨大な腫瘤を認め，頭部 CT では皮下に直径約 3 cm
厚さ 1.5 cm の血腫を認めた（Fig.2-a）。血腫は，左浅
側頭動脈を圧迫すると若干小さくなった。3D-CT

Angiography から，左浅側頭動脈仮性動脈瘤と診断
した（Fig.2-b）。
血液学的所見：Tp 7.0 g/dl，Alb 2.9 g/dl，AST 91

U/L，ALT 33 U/L，ALP 817 U/L，LDH 508 U/L，CK

Fig.1 CT scan shortly after hitting his head shows no
intracranial bleeding but subcutaneous hematoma.

470 U/L，γ-GTP 184 U/L，T-Bil 2.06 mg/dl，Na 144

mmol/L，K 3.5 mmol/L，Cl 103 mmol/L

a

WBC 5100/µl，RBC 394 × 104/µl，HGB 13.7 g/dl，
HCT 40.5％，PLT 4.3 × 104/µl
APTT 34.4 sec，PT 16.9 sec，PT（％）47％，PT-INR
1.5，Fib 110 mg/dl

Ammonia 128 µmol/L
HBs 抗原（−），HCV 抗体（+），HIV-1/2 抗体（−），RPR
（−）
，TP 抗体
（−）

b

（下線は異常値を示す）
経

過：第 34 病日の受診時，肝硬変が原因と思わ

れる出血傾向が著しかったため手術は行わず，皮膚
上から浅側頭動脈の結紮と，膨隆部を皮膚上から骨
膜へ 3-0 ナイロン糸を通し血腫腔が広がらないよう
に縫いつける形で anchoring を行い，さらに弾性包
帯による圧迫を加え経過観察とした。しかしながら，
仮性動脈瘤は改善するどころかさらに増大し続け，と

Fig.2
(a) CT scan a month after the injury demonstrates a
round mass in his left temporal area.
(b) 3D CT angiography of the lesion demonstrates a
pseudoaneurysm arising from the frontoparietal
branch of the left STA.

うとう皮膚が自壊してきたため（Fig.3），第 48 病日
に左浅側頭動脈前枝結紮・仮性動脈瘤切除術を施行し
た。術後 2 日目の CT では仮性動脈瘤は完全に消失
しており（Fig.5），以後動脈瘤の再発は無く治癒へ

Fig.3 Photograph shows the subcutaneous mass in the left temporal
region, and the skin ulceration on
the top of the mass.

Fig.4 The intraoperative photographs.
The photograph shows the pseudoaneurysm of the left STA after reflection of the scalp flap (a), the appearance
after resection of the psuedoaneurysm
(b), and the resected aneurysm (c).
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Fig.5 CT scan after the surgery shows no residual
pseudoaneurysm.

Fig.7 Photograph shows there is no recurrence after
surgery.
膚を縫合し手術を終了した。
病理所見：検体の多くは血腫成分で（■），正常の
浅側頭動脈から仮性動脈瘤への移行部の血管壁には
炎症細胞が浸潤していた（*）。血腫周囲は菲薄化した
動脈壁や結合組織で覆われており（↑），仮性動脈瘤
の所見であった（Fig.6）。

Ⅲ─────────────── 考

察 ─

浅側頭動脈の仮性動脈瘤は 95％以上外傷が原因で
生じるが 6），最近では脳神経外科手術による合併症

Fig.6 Histopathological examination of the specimen
demonstrates that the hematoma forms outside the
arterial wall (■ ) and it is surrounded by thin arterial wall
or connective tissue (↑). The inflammatory cells infiltrate
to smooth muscles cells of the STA ( ) in the transition
*
between normal STA wall and pseudoaneurysm.
(Hematoxylin-Eosin staining)

として報告されることもあり 1），その診断や治療に
関しては熟知しておくべきである。頭部外傷後 2〜6
週間後に受傷部に一致して拍動性の腫瘤として認め
ることが多く 2），問診，視診，触診でおおよそ見当
が付くが，CT，MRI，エコーを用いて診断する。確
定診断は，以前は脳血管撮影で行われていたが，現
在では本症例のように 3D-CT Angiography で行われ

至った（Fig.7）。
手術所見：手術に先立ち，新鮮凍結血漿の輸血を

ることが多い。鑑別診断としては，膿瘍，血腫，軟

行った。ドップラーエコーを用いて左浅側頭動脈前

部組織腫瘍，神経腫瘍，異物肉芽腫，中硬膜動脈瘤，

枝を同定し，その直上を 2 cm 切開して結札処理を

炎症性病変，上皮性封入嚢胞，血管線維腫，髄膜瘤，

行った。それにより，仮性動脈瘤の拍動が若干減弱

脳瘤，耳下腺腫瘍，脂肪腫などが挙げられる 7,9）。

した。皮膚の膨隆部を取り囲むように半円状の皮切

浅側頭動脈仮性動脈瘤の治療は外科的摘出が推奨

を置き，皮膚を一部翻転させ，動脈瘤に流入する血

されている 3,8）。特に本症例のように大きな仮性動脈

管 3 本を結札切離した。その後，皮膚を大きく翻転

瘤では，やはり外科的摘出を行わないと完治は難し

させると仮性動脈瘤全体の様子が観察できるように

い。しかしながら，本症例は肝硬変による出血傾向

なった（Fig.4-a）
。動脈瘤壁は非常に薄くまもなく破

を認めるだけでなく，本人が入院での治療に非協力

裂したが，流入血管をすべて処理してあったため容

的であるなどの社会的理由から，外科的治療を躊躇

易に止血が可能であった。仮性動脈瘤を側頭筋膜の

し姑息的な治療を試みてしまった。それにより，結

一部をつけた状態で剥離し一塊として摘出した

果的には治癒を遅らせることとなった。やはり，ど

（Fig.4-b, c）。皮膚は菲薄化しており，摘出の際に皮

のようなリスクファクターを認めても外科的摘出を
第一に考えるべきであると考えられた。

膚に穴が開いてしまったため，デブリドマン後に皮
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状：受傷直後より昏睡，瞳孔反応等の脳幹反射消失，

Ⅰ─────────────── はじめに ─

呼吸・自律神経症状の出現，2）頭蓋内圧：亢進なし，

3）画像：来院直後の CT ⁄ MRI にてテント上占拠性

超急性期に MRI により外傷性脳幹損傷を評価した
報告は多くはない。当施設では可能な限りすべての

病変の欠如，脳幹もしくはその周囲の出血。一方，

重症頭部外傷症例に対し，原則として来院翌日に

意識清明期，進行性の症状悪化もしくは出現，画像

MRI を施行し脳損傷の評価を行っている。この中で

上脳ヘルニア所見がみられれば二次性の根拠とした。
統計解析は JMP（ver. 9.0, SAS Institute Inc.）を用

脳幹損傷を認めた症例を一次性，二次性損傷に分類

い，名義変数は χ2 検定，連続変数は t 検定にて検討

し，MRI 所見と転帰との関連につき検討を試みた。

し p<0.05 を有意差ありとした。

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

Ⅲ─────────────── 結

対象は 2008 年 1 月から 2011 年 12 月までの間に
当施設で入院加療を行った 465 例の頭部外傷のうち，

果 ─

入院から平均 1.7 日，中央値 1 日で MRI 検査を施

超急性期に MRI 検査（東芝 EXCELART 1.5T）を施

行し，30 例（男性 23 例，女性 7 例。MRI 施行症例

行 し た 238 例 。 全 例 に T1， T2， T2*， diffusion，

の 12.6％）に脳幹損傷を認めた。一次性，二次性損傷

FLAIR の axial 像を撮像し，所見に応じて sagittal，

ともに 15 例であった。両群の特徴（Table 1）および

coronal 像，diffusion tensor image を追加した。診療

各症例の一覧を呈示する（Table 2-A, B）。大多数が重

録 を も と に 臨 床 像 を 検 討 し ， 3 ヵ 月 後 の Glasgow

篤な意識障害と瞳孔異常を呈し，対光反射消失が一

Coma Scale により転帰を判定した。

次性損傷に有意に多くみられた（p=0.03）。損傷部位

一次性と二次性の別は，次の所見を総合的に判断

は，中脳：両側 17 例／片側 13 例，橋：両側 7 例／

して分類した。一次性脳幹損傷の根拠として，1）症

片側 11 例，延髄：片側 1 例で，21 例がテント上病
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手術治療は，16 例に血腫除去術，20 例に脳圧計

Table 1 Demographic data of brain stem injury
Primary
Age
Gender (Male ⁄ Female)

設置術を施行した（重複あり）。全体の転帰は good

Secondary p value

recovery（GR）
：1 例，moderate disability（MD）
：3 例，

47.1 ± 25.0

60.9 ± 19.0

0.10

severe disability（SD）
：11 例，persistent vegetative state

13 ⁄ 2

10 ⁄ 5

0.19

（VS）
：5 例，death（D）
：10 例で，転帰不良の要因は瞳

0.065

Mechanism of injury

孔散大（p=0.04）と両側中脳病変（p=0.0001）であった。

traffic accident

10

5

転帰良好の 4 例はいずれも 13〜 33 歳と年齢が若く，

fall

5

9

テント上の脳実質損傷が比較的軽微であり，片側性

assault

0

1

の脳幹損傷で中脳限局が 2 名，中脳と橋にみられた

GCS

5.9 ± 3.5

4.7 ± 2.0

0.26

GCS motor score

2.9 ± 1.9

2.5 ± 1.6

0.54

32.6 ± 11.6

26.6 ± 8.2

0.11

bilaterally dilated

4

7

unilaterally dilated

3

2

10

5

sluggish

2

4

bilateral

7

10

unilateral

8

5

bilateral

5

2

unilateral

4

7

bilateral

0

0

0

1

19 ± 32.6

24.4 ± 24.8

GR

1

0

MD

2

1

ISS
Pupills

Light reaction absent

もの 2 名であった。

Ⅳ─────────────── 考

0.27

剖検症例の検討から橋延髄移行部における shear-

ing strain，とくに過伸展による軸索損傷やテント切
0.03

痕の関与が一次性外傷性脳幹損傷の発症機転とされ
る。橋延髄移行部の裂挫創や中脳被蓋部の出血性病

Lesion
midbrain

pons

medulla

ICP (mmHg)* unilateral
Outcome
(GOS)

察 ─

変が典型的で，重度の意識障害と脳幹症状を呈し，
0.27

多くが早期に死亡する 1,4）。一方，側方からの外力が
テント切痕に近接した中脳外側に出血を伴わない損
傷を生じ，比較的良好な転帰をたどる一群が近年報

0.35

告されている。

MRI は CT に比べ脳幹損傷の評価に有用である 3）。

0.23

Skandsen ら は び ま ん 性 軸 索 損 傷 （ diffuse axonal

0.68

injury: DAI）の 106 例に対し中央値 8 日で MRI を施
行し，病変が大脳白質に限局する Stage 1，脳梁にみ
られる Stage 2，上位脳幹の背外側にみられる Stage

0.66

SD

5

6

VS

3

2

3 のみ，すなわち DAI 症例の転帰は脳幹所見に依存

D

4

6

した 5）。Firsching らは昏睡状態の頭部外傷患者 102

3 に分類した。DAI が転帰不良に関与するのは Stage

名に対し 8 日以内に MRI を施行し，脳幹損傷に着目

*Measured in 20 cases.

して 4 群に分類した。テント上病変のみの場合を

変と反対側で，合併損傷は頭蓋骨骨折 14 例，急性硬

grade I，テント上病変の有無によらず，片側脳幹病

膜外血腫 5 例，急性硬膜下血腫 19 例，外傷性くも膜

変を伴うものを grade II（脳幹損傷のレベルを問わな

下出血 25 例，脳挫傷 15 例，びまん性軸索損傷 11 例

い），両側中脳病変を grade III，両側橋病変を grade

であった。呈示症例は，IV 脳室に血腫が充満した広

IV とした。Grade の悪化に伴い昏睡期間が Grade I

範な中脳出血（Fig.1-A, B ; primary case 7）
，被殻出血

の 3 日 か ら Grade III の 13 日 と 延 長 し ，死 亡 率 は

を伴う片側の中脳外側損傷（Fig.1-C, D ; primary case

Grade I の 14％から grade IV の 100％と上昇した 2）。

12），大 脳 白 質 に 点 状 出 血 を 伴 う 中 脳 被 蓋 部 損 傷

われわれは，超急性期の重症頭部外傷に MRI を施

（Fig.1-E, F ; primary case 14）
，およびテント上の広範

行し，脳幹損傷について検討した。来院時死亡，あ

な占拠性病変によるテント切痕ヘルニアと反対側中

るいは生命徴候が不安定な最重症例が除外されたこ

脳損傷（Fig.1-G, H ; secondary case 6）である。

とに留意する必要があるが，良好な転帰を得るのは
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Table 2-A Primary brain stem injury
Case Age Sex

M ISS Mechanism
JCS GCS score
of injury

Light MRI
Pupils reaction
(day)

Involvement
Midbrain Pons Medulla

ICP
(mmHg)

Op

Outcome
(GOS)

1

45

M

300

3

1

25

fall

5.0 ⁄ 5.0

a⁄a

1

bil

bil

-

99*

-

D

2

91

M

100

7

5

26

fall

3.0 ⁄ 3.0

p⁄p

0

bil

bil

-

-

-

D

3

21

M

200

6

4

26

traffic

2.0 ⁄ 3.5

s⁄s

0

uni

uni

-

-

-

SD

4

48

M

300

3

1

25

traffic

6.0 ⁄ 6.0

a⁄a

0

bil

bil

-

5

burr hole

D

5

25

M

10

13

6

45

traffic

3.0 ⁄ 3.0

p⁄p

1

uni

-

-

-

-

MD

6

76

F

10

12

5

25

fall

2.5 ⁄ 2.5

p⁄p

1

uni

-

-

-

-

SD

7

76

M

300

3

1

25

fall

4.5 ⁄ 4.5

a⁄a

0

bil

bil

-

-

-

D

8

74

F

300

3

1

22

traffic

2.0 ⁄ 2.0

a⁄a

1

uni

-

-

8

Emboli**

SD

9

67

M

300

3

1

25

traffic

2.5 ⁄ 5.0

a⁄a

7

bil

bil

-

9

evac

VS

10

27

M

300

3

1

45

traffic

4.0 ⁄ 6.0

a⁄a

1

bil

-

-

0

evac

VS

11

38

M

300

3

1

38

traffic

2.0 ⁄ 2.0

a⁄a

2

uni

uni

-

-

-

SD

12

16

M

20

10

5

21

traffic

4.0 ⁄ NE

s ⁄ NE

2

uni

-

-

-

-

GR

13

34

M

200

7

4

59

traffic

6.0 ⁄ 6.0

a⁄a

1

bil

uni

-

14

evac

VS

14

13

M

200

6

4

34

traffic

4.0 ⁄ 8.0

a⁄a

0

uni

uni

-

10

-

MD

15

56

M

200

7

4

48

fall

5.0 ⁄ NE

a ⁄ NE

2

uni

-

-

7

-

SD

ICP
(mmHg)

Op

Outcome
(GOS)

Table 2-B Secondary brain stem injury
Case Age Sex

M ISS Mechanism
JCS GCS score
of injury

Light MRI
Pupils reaction
(day)

Involvement
Midbrain Pons Medulla

1

64

F

200

6

4

45

traffic

5.0 ⁄ 5.0

a⁄a

1

bil

bil

uni

34

evac

D

2

61

M

200

6

4

25

fall

5.0 ⁄ 3.2

s⁄s

1

bil

uni

-

11

evac

D

3

6

M

200

6

4

46

traffic

6.0 ⁄ 5.5

s⁄s

1

uni

-

-

15

evac

SD

4

48

M

300

3

1

25

traffic

5.0 ⁄ 7.0

s⁄s

2

uni

-

-

89

no

D

5

67

F

300

3

1

25

fall

6.0 ⁄ 6.0

a⁄a

0

bil

-

-

4

evac

VS

6

74

M

300

3

1

25

fall

5.5 ⁄ 5.5

a⁄a

1

bil

uni

-

38

no

D

7

33

M

200

4

2

25

assault

3.5 ⁄ 5.0

p⁄p

2

uni

uni

-

-

evac

MD

8

65

M

200

6

4

25

fall

3.5 ⁄ 3.5

p⁄p

1

bil

bil

-

8

evac

SD

9

68

M

200

6

4

25

fall

5.0 ⁄ 5.0

a⁄a

1

bil

uni

-

3

evac

SD

10

81

M

200

6

4

25

fall

2.0 ⁄ 2.0

p⁄p

2

uni

-

-

-

evac

SD

11

69

F

300

3

1

25

fall

4.0 ⁄ 4.0

a⁄a

1

uni

uni

-

16

no

D

12

71

M

300

3

1

16

fall

2.5 ⁄ 2.5

p⁄p

1

bil

-

-

4

evac

SD

13

63

F

300

3

1

25

traffic

5.0 ⁄ 5.0

s⁄s

3

bil

uni

-

26

evac

D

14

68

M

300

3

1

17

traffic

1.5 ⁄ 1.5

p⁄p

2

bil

-

-

45

evac

SD

15

75

F

10

10

5

25

fall

2.0 ⁄ 2.0

p⁄p

12

bil

uni

-

-

evac

VS

JCS: Japan Coma Scale, GCS : Glasgow Coma Scale, M : motor, ISS: injury severity score, ICP: intracranial pressure, Op: operation, GOS: Glasgow
Outcome Scale, a: absent, p : prompt, s : sluggish, NE : not examined, bil: bilateral, uni: unilateral, emboli: embolization, evac: evacuation, GR :
good recovery, MD: moderate disability, SD : severe disability, VS: persistent vegetative state, D: death.
*Hemorrhage in and around the brain stem was evident in the initial CT. **Active bleeding from the internal maxillary artery was treated by
embolization.
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Fig.1 Primary case 7. Hemorrhage in the pontomedullary junction and massive hematoma in the IV ventricle. T2
weighted and FLAIR images (A, B), Primary case 12. Right putaminal hemorrhage associated with intensity change of
the right lateral surface of the midbrain. T2 weighted images (C, D), Primary case 14. Multiple micro hemorrhages in
cerebral white matter and the left dorsal midbrain. T2* and T2 weighted images (E, F), Secondary case 6. Massive left
cerebral hemispheric injury associated with left uncal herniation and the right midbrain injury. Diffusion weighted
images (G, H).

片側脳幹病変に限られること，過半数にテント上病

文

献

1） Crompton, MR: Brainstem lesions due to closed head injury.
Lancet 1: 669-673, 1971.

変と反対側脳幹に損傷をみること，また，一次性脳
幹損傷のなかには症状が比較的軽く良好な回復を示

2） Firsching R, et al: Classification of severe head injury based on
magnetic resonance imaging. Acta Neurochir (Wien) 143:
263-271, 2001.

す症例があること，が確認された。

3） Gentry LR: Traumatic brain stem injury: MR imaging.
Radiology 171: 177-187, 1989.

Ⅴ─────────────── おわりに ─

4） Lindenberg R, et al: Brainstem lesions characteristic of
traumatic hyperextension of the head. Arch Pathol 90: 509515, 1970.

重症頭部外傷患者の超急性期 MRI は，一次性およ
び二次性脳幹損傷の評価ならびに予後予測に有用で

5） Skandsen T, et al: Prevalence and impact of diffuse axonal
injury in patients with moderate and severe head injury: a
cohort study of early magnetic resonance imaging findings and
1-year outcome. J Neurosurg 113: 556-563, 2010.

あると考えられた。
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らに中硬膜動脈の選択撮影による異常血管網と術直

Ⅰ─────────────── はじめに ─

後に施行している CT での血腫と被膜の造影効果，そ

慢性硬膜下血腫は高齢者に発生し比較的頻繁に遭

れと相関する治療効果について検討した。

遇する疾患である。穿頭ドレナージ術が標準的な治
療法として確立されているが，しかし一方で再発を

Ⅱ────────────── 対象・方法 ─

繰り返す難治性の症例に遭遇する場合がある。再発

我々の施設において 2009 年 6 月～ 2013 年 6 月ま

例に対する治療法においては，内視鏡を使用した洗
3）や開頭による血腫被膜切除が有用な報告 5）も

でに 3 回以上再発を繰り返した難治性慢性硬膜下血

されているが現時点で確立された治療法はなく各施

腫 4 症例に対して中硬膜動脈塞栓術を施行した。再

設，術者により選択されている。近年再発を繰り返

発に関しては CT 上の血腫の貯留とそれに合致する

す症例に対して中硬膜動脈塞栓術を行い有効な再発

神経学的所見の出現を再発例とした。対象症例の年

抑制効果の報告が散見される 2,4）。当科では再発を繰

齢，性別，再発回数，リスク因子などを提示し，塞

り返す難治性の慢性硬膜下血腫の症例に対して中硬

栓前手術手技と血管撮影所見，術後 CT 所見，治療

膜動脈塞栓術を施行し有効な治療結果を得ている。さ

効果を検討した。

浄術
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Table 1 Characteristics of 4 patients with recurrent CSDH, treated with MMA embolization

No

Age

Sex

Times of recurrence

Injury history

Risk-of-recurrence factor

Pre TAE operation

1

72

M

3

(–)

Warfarin

Subdural drainage × 3

2

71

M

3

(–)

Severe hepatic dysfunction

Subdural drainage × 2
Endoscopic evacuation

3

71

M

3

(+)

Alcohol polydipsia

Subdural drainage × 3

4

79

M

4

(–)

Chemotherapy
(Colon cancer)

Subdural drainage × 3
Needle aspiration

Table 2 The outcome of 4 patients after MMA embolization

No

Embolism substance

Findings of DSA

CT after TAE
contrast effect of hematoma

Result

1

Particle + Coil

Abnormal vascular (+)

Contrast profound effects

Cure

2

Particle

Abnormal vascular (+)

Contrast profound effects

Cure

3

Particle + Coil

Abnormal vascular (+)

Contrast profound effects

Cure

4

Particle

Abnormal vascular (±)

Contrast effect of moderate

recurrence

塞栓術は全例軽度の鎮静と局所麻酔下にて施行，右

one burr hole で穿頭洗浄し閉鎖式ドレーンを 1 から

大腿動脈穿刺で行い Sheath 挿入後 ACT 200 前後を

2 日間留置している。1 例に内視鏡的に洗浄被膜除去

目標にヘパリン化を施行している。5 F もしくは 6 F

術，1 例に burr hole からの穿刺吸引が行われている。

Guiding catheter を総頚動脈または外頚動脈に留置し

塞栓物質，血管撮影所見，術後 CT 所見，治療結

Micro catheter を中硬膜動脈に挿入し選択的中硬膜

果については Table 2 に提示する。全例合併症なく

動脈撮影を施行，Dangerous anastomosis 等がないこ

塞栓術を終了している。塞栓物質は全例に粒状塞栓

とを確認してから塞栓術を施行している。塞栓物質

物質を使用し，2 例で Coil を追加している。血管撮

は液体塞栓物質を使用せず粒状塞栓物資と Coil にて

影所見は 3 例に関して著明な異常血管網を認め，同

塞栓術を施行している。塞栓術直後に頭部 CT を施

3 症例に塞栓術直後の CT で血腫，血腫被膜の著明

行している。

な造影効果を認めた。治療結果としては，術後 CT
にて造影効果を認めた 3 例に関してはその後の外科

Ⅲ─────────────── 結

的処置を加えずに 1 ヵ月以内に血腫消失し治癒が得

果 ─

られた。造影効果の低い 1 例に関しては再発をきた

患者背景を Table 1 に提示する。性別は全例男性，

し硬膜下腹腔シャント術を施行し治癒を得ている。

平均年齢は 73.2 歳であり平均再発回数は 3.4 回（3～4

代表症例を提示する。症例 1 は 72 歳男性，2012

回）であった。2 例に関しては両側性の硬膜下血腫を

年 9 月に意識障害（JCSⅡ-10），左不全麻痺にて当科

伴っていた。明らかな外傷性起因を伴っているもの

受診，両側慢性硬膜下血腫の診断にて１回目の穿頭

は 1 例のみであり，再発のリスク因子としてワル

術施行，同年 10 月に再発し 2 回目の穿頭術を施行，

ファリン中止不可能例が 1 例，重度肝機能障害が 1

さらに 2013 年 1 月に血腫が再増大し意識状態の悪

例，アルコール多飲を 1 例に認めた。塞栓術前の血

化，左不全麻痺が出現し 2 度目の再発をきたし穿頭

腫除去に関しては主に穿頭ドレナージ術が施行され

術を施行した。その際血腫はゼリー状で洗浄できず
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Fig.1
Ａ：(Case 1 : Rt middle meningeal artery angiography) Abnormal vascular are found in the marked
Ｂ：(Case 1 : Head CT after TAE) The contrast profound effects in film and hematoma
Ｃ：(Case 1 : Head CT 2 weeks after TAE) Hematoma is a remarkable reduction
Ｄ：(Case 4 : Lt middle meningeal artery angiography) Abnormal vascular was slightly
Ｅ：(Case 4 : Head CT after TAE) Contrast effect of hematoma was slightly
Ｆ：(Case 4 : Head CT 3 weeks after TAE) 4 times of recurrence chronic subdural hematoma

残存し術後 3 日目で血腫の再増大し左不全麻痺の悪

の再発を認め硬膜下腹腔シャント術を施行し現状は

化を生じ 3 度目の再発を認めたため中硬膜動脈塞栓

再発なく経過している（Fig.1-D, E, F）。

術を施行した。
右中硬膜動脈撮影では著明な異常血管網を認め，対

Ⅳ─────────────── 考

側からも正中を超えて feeder を認めたため，両側の

察 ─

中硬膜動脈を粒状塞栓物質と Coil で塞栓した。術直

慢性硬膜下血腫の再発率は約 10 から 20％と報告

後 CT では著明な血腫，血腫被膜の造影効果を認め

されている 1）。また近年再発を繰り返す難治性慢性

た。術後 2 週間で血腫は減少し，術後半年でも再発

硬膜下血腫に対して内視鏡的洗浄術 3）や開頭術 5）な

を認めていない（Fig.1-A, B, C）
。

どが施行されているが，加えて中硬膜動脈を塞栓術

症例 4 は 79 歳男性，2012 年 9 月頃より悪化する

の有効性が報告されている 2,4）。当科でも中硬膜動脈

頭痛を指摘され精査施行，左慢性硬膜下血腫を指摘

を塞栓術は有効な再発抑制効果を示している。血管

された。経過観察していたが，右上下肢不全麻痺出

撮影にて中硬膜動脈から著明な異常血管網を認め，塞

現したため 10 月に１回目の穿頭ドレナージを施行し

栓術直後の CT にて血腫，特に血腫被膜に著明な造

軽快した。同年 11 月に右下肢の不全麻痺出現し CT

影効果が認められたものは改善が得られた。川口ら

で再発を認めたため 2 回目の穿頭ドレナージを施行。

の報告 2）では，慢性硬膜下血腫において，組織学的

12 月に意識混濁，失語，右不全麻痺を認め，CT で

に硬膜と血腫外膜との間には異常血管の発達と連続

2 度目の再発を認めた。再度穿頭ドレナージするも 2

性を認めており，血管撮影での異常血管網の発達と

週間後に再度右不全麻痺出現し 3 度目の再発を認め

術後 CT での血腫，血腫被膜の造影効果を反映して

たため，経皮的穿刺血腫吸引を施行し症状改善後に

いると考えられる。さらに異常血管の破綻や血漿成

中硬膜動脈塞栓術を施行した。

分の漏出が再発の一因と考えられており，異常血管

左中硬膜動脈からの選択撮影では異常血管網をわ

網の発達した症例に対して塞栓術を施行し，血流を

ずかに認めた。左中硬膜動脈を粒状塞栓物質と Coil

遮断することは再発抑制効果が期待できると考えら

で塞栓し終了とした。術後 CT ではわずかに血腫の

れる。しかし塞栓術後も再発をきたした報告も散見

造影効果がみられた。しかし術約 3 週間後に 4 度目

される 5）。当科でも塞栓したにもかかわらず再発を
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きたした症例を経験している。再発例は血管撮影で

法であり有効な治療手段と考えられる。しかし治療

の異常血管網の発達，術直後 CT で血腫と血腫被膜

無効な症例も散見されるため，今回の検討から術前

の濃染像が軽度にとどまっていた。これと相関し血

の造影 CT 検査による血腫，血腫被膜の造影効果が，

管撮影より低侵襲な造影 CT 検査で，Hyper vascular

塞栓術の治療効果の指標となりうる可能性が考えら

な腫瘍において造影効果が高いのと同様に，血腫，

れた。

血腫被膜に造影効果が高いものは feeder が発達し塞

文

栓効果が高く得られる可能性があり，塞栓術前の治

献

血腫に対する中硬膜動脈塞栓術は比較的安全に施行

1） Matsumoto K, et al: Recurrence facters for chronic subdural
hematomas after burr-hole craniostomy and closed system
drainage. Neuro Res 21: 277-280, 1999.

可能な手技である。しかし高齢者では血管の動脈硬

2） 川口泰洋, ほか：再発慢性硬膜下血腫症例に対する中硬

療効果の指標となりうる可能性がある。慢性硬膜下

膜動脈塞栓術の有効性：組織像および血管造影所見と治
療成績の検討. 神経外傷 33: 100-103, 2010.

化性変化，屈曲性変化を伴うことが多く，塞栓術の
際に医原性の塞栓症のリスクが低くないと考えられ

3） 塩見直人, ほか：慢性硬膜下血腫の手術における内視鏡
の利用. Neurological Surgery 33: 785-788, 2005.

る。術前に塞栓術の効果が期待できる症例を選別で

4） 高橋和也, ほか：中硬膜下動脈塞栓術にて緩解が得られ
た難治性慢性硬膜下血腫の 3 例 . Noshinkeieka 30: 535539, 2002.

きる補助診断ツールとなれば有用であると考える。

5） 福島大輔, ほか：開頭被膜切除術を要した超高齢者（105
歳）難治性慢性硬膜下血腫の 1 例. 神経外傷 35: 48-52,
2012.

Ⅴ─────────────── おわりに ─
再発難治性慢性硬膜下血腫の中硬膜動脈塞栓術の
血管撮影所見，治療結果と塞栓術直後の CT 所見に

■ 太田 圭祐
（名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経外科）

ついて報告した。中硬膜動脈塞栓術は高齢者の罹患

〒 466-8550

愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 65 番地
TEL: 052-744-2353
E-mail: keisukekousuke0702@yahoo.co.jp

率が高い当疾患では全身麻酔を要さず，比較的短時
間で安全に施行でき，開頭手術と比し低侵襲な治療
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Ⅰ─────────────── はじめに ─

Ⅱ─────────────── 症
〔 症例 1 〕

現在，外傷性硬膜下水腫（以下，水腫）に対する治

78 歳，
男性。74 歳時に他院で idiopathic normal pres-

療として，穿頭洗浄術 3）または穿頭洗浄ドレナージ
術

例 ─

4,5）が行われている。治療後に再貯留を繰り返した

sure hydrocephalus（iNPH）に対して右側 Ventricle-

場合，最終的に Subdural-Peritoneal（SP）シャント術

Peritoneal（VP）シャント術を施行された。2010 年 4

が行われている

シャント術では体内に

月某日（第 0 病日）に自己転倒し当院に救急搬送され

チューブを用いるため，チューブにまつわる合併症

た。GCS は 14 点（E4V4M6）であり，左側の急性硬

（移動，迷入など）が起こりうる。SP シャント術に代

膜下血腫と右側の少量水腫が認められた（Fig.1-A）。

わり，チューブを抱えることなく，より容易な治療

家人は開頭術を拒否したため経過を観察した。第 14

法があれば有益と考えられる。くも膜切除術は再貯

病日に左側の慢性硬膜下血腫を認め昏睡状態となっ

留した水腫直下のくも膜に穴を開ける手術である。穿

た（Fig.1-B）。同日に左側の穿頭血腫洗浄ドレナージ

頭洗浄ドレナージ術後に再貯留をきたした再発性症

術を施行し良好な経過を得た。第 23 病日に傾眠と左

候性水腫 2 症例に対し，くも膜切除術を試み良好な

上肢不全麻痺が出現し，右側の症候性水腫と左側の

結果が得られたため報告する。

慢性硬膜下血腫再貯留が出現した（Fig.1-C）。同日に

4,5）。 SP

両側の手術（右側は前頭部の穿頭洗浄ドレナージ術，
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Fig.1 Case 1.
A : CT on admission (day 0) showing left acute subdural hematoma, small
right subdural hygroma and a right ventriculo-peritoneal shunt tube.
B : CT on day 14 showing left chronic subdural hematoma.
C : CT on day 23 showing right subdural hygroma and the left reaccumulated
chronic subdural hematoma.
D : CT on day 29 showing the right reaccumulated subdural hygroma and
the left residual chronic subdural hematoma with a drain.
E : CT immediately after arachnoid resection with drainage on day 33
showing improvement of compression on the bilateral ventricles and
residue of the left chronic subdural hematoma.
F: CT on day 39 showing disappearance of the right subdural hygroma and
residue of the left chronic subdural hematoma.

左側は前回手術穿頭部の同操作）を施行した。右側の

鎖下で症状の出現は認められなかった。第 39 病日の

貯留液はキサントクロミーで被膜は認めなかった。術

CT で水腫の増悪が認められなかったため硬膜下ド

後，症状の改善を認めたため右側の硬膜下ドレーン

レーンを抜去した（Fig.1-F）。なお，既存の VP シャ

を閉鎖した。第 29 病日に同症状が再出現し，右側水

ントの設定圧については，他院にて適切に調整され

腫の再貯留が認められた（Fig.1-D）
。右側の硬膜下ド

ていたため変更していない。

レーンの開放により水腫の排出，症状の改善を認め
〔 症例 2 〕

た。このため右側水腫の再手術が必要と考えられた。

SP シャント術の施行を考えたが，既に右側 VP シャ

32 歳，男性。2011 年 11 月某日（第 0 病日）に交通

ントチューブが挿入されているので，チューブを用

外 傷 の た め 近 医 に 救 急 搬 送 さ れ た 。 GCS は 4 点

いない治療法を模索した。第 33 病日に御家族の同意

（E1V2M1）であり，びまん性脳損傷と診断された

を得た上でくも膜切除術を施行した。

（Fig.2-A）。第 9 病日の CT では両側に薄い水腫が認

くも膜切除術（第 33 病日）操作：局所麻酔鎮静下に

められた（Fig.2-B）。その後，意識の改善に伴い高次

て，右側の前回穿頭部を利用した。手術用顕微鏡下

脳機能障害，右片麻痺，尿失禁が判明した。第 46 病

にマイクロ手術器具を用い，穿頭部を介し直径 1 cm

日の CT で左側の水腫が認められた（Fig.2-C）。その

強のくも膜切除を施行した。その際，脳表血管や脳

ため第 50 病日に当院へ転院し，第 53 病日に左側前

実質を可能な限り損傷しないように注意した。硬膜

頭部の穿頭洗浄ドレナージ術を施行した。貯留液は

下ドレーンを留置し，穿頭部にはバーホールボタン

髄液様で被膜は認められなかった。術後，右片麻痺

をあて閉創した。

の改善を認めるも，水腫は両側性に増悪した（Fig.2-

手術直後の CT では，両側脳室圧迫の改善が認め

D）。硬膜下ドレーンの閉鎖により頭蓋内圧亢進徴候

られた（Fig.1-E）
。その後，右側の硬膜下ドレーン閉

（嘔吐，穿頭部付近皮下の髄液貯留，ドレーン刺入部
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Fig.2 Case 2.
A : CT on the day after admission (day 1) to a nearby hospital showing diffuse
brain iujury.
B : CT on day 9 showing bilateral thin subdural hygromas.
C: CT on day 46 showing left subdural hygroma.
D : CT on day 74 showing bilateral subdural hygromas.
E : CT immediately after arachnoid resection with drainage on day 78 showing
improvement of compression on the bilateral ventricles and a left subdural
drain.
F: CT on day 128 showing decrease of the hygroma.

からの髄液漏）が認められたため，水腫に対する再手

るくも膜下腔から硬膜下腔への髄液流出が考えられ

術が必要と考えられた。症例 1 の経験を踏まえ，御

る。遅発性に認められる水腫は，くも膜損傷部の弁

家族から同意を得た上で，くも膜切除術を第 78 病日

機構による一方的な髄液の流出や，外傷による硬膜，

に施行した。本症例では，前回穿頭部からくも膜ま

くも膜，脳実質血管などの損傷部からの浸出液流出

での距離が長く，穿頭部を介するくも膜切除が困難

が考えられる 1,2）。発生機序から推測すると，穿頭洗

と考えられた。更に不穏状態が認められたため全身

浄術や穿頭洗浄ドレナージ術による水腫改善の理由

麻酔下で小開頭を設けた。

として，洗浄操作による弁機構の消失や損傷部から

くも膜切除術（第 78 病日）操作：前回の直線皮膚切

の浸出液流出の減少が考えられる。これらの変化が

開を延長し，直径約 3 cm の開頭を設け，手術用顕微

起こらなかった場合に再貯留すると考えられる。

鏡下に直径約 2 cm のくも膜切除を施行した。くも膜

くも膜切除術の発想は，水腫がくも膜下腔の髄液

に軽度白濁した部分が認められたが，切除操作に困

循環に吸収されるように，弁機構を持たない穴（くも

難はなかった。硬膜下ドレーンを留置し，硬膜縫合

膜切除部）を新たに設ければ良いのではないかと考え

後に小開頭骨片をチタンプレートで固定し，穿頭部

たことによる。また大脳穹隆部髄膜腫摘出術でくも

にバーホールボタンを置いた。

膜の一部を損傷しても硬膜下水腫を合併しないとい

手術直後の CT では両側脳室圧迫の改善が認めら

う著者の経験も発想の一助となっている。

れた（Fig.2-E）
。その後，硬膜下ドレーン閉鎖下で頭

本症例がくも膜切除術により良好な結果を得た理

蓋内圧亢進徴候は認められなかった。硬膜下ドレー

由は，推測の域を出ない。しかし水腫がその直下の

ン抜去後，尿失禁改善や水腫減少を認めた（Fig.2-F）
。

くも膜切除部を介し，くも膜下腔に吸収されたと推
測している。この推測が正しければ，発生機序の如

Ⅲ─────────────── 考

何を問わず貯留した水腫に対し，くも膜切除術は奏

察 ─

功すると考えられる。

水腫の発生機序として，受傷時のくも膜断裂によ

くも膜切除術は手術用顕微鏡の使用を必要とする
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が，複雑な手技は必要とされないため，比較的容易
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Ⅳ─────────────── おわりに ─
くも膜切除術は再発性外傷性硬膜下水腫に対する

■ 前田 泰孝（寺元記念病院 脳神経外科）

治療法として，SP シャント術に代わる新治療法にな

〒 586-0017 大阪府河内長野市古野町 4-11
TEL: 0721-50-1111 / FAX: 0721-50-1122
E-mail: maeda@teramoto.or.jp

る可能性があるが，今後の症例の積み重ねが必要で
ある。
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4 理事長は，法令の規定に基づき，理事会の決議
3 社員総会を開催するときは，会日より 7 日前ま
により解職することができる。
でに，開催日時，場所及び議題を記載した書面
をもって，各社員に対して通知を発しなければ
（役員の任期）
ならない。
第 16 条 理事の任期は，選任後 2 年以内に終了する事業
４ 社員総会は，その総会において議決権を行使す
年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
ることができる社員全員の同意があるときは，
終結の時までとし，監事の任期は，選任後 2 年
招集手続を経ずに開催することができる。
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時社員総会の終結の時までとする。
（決議方法）
2 前項の任期中といえども，理事については，満
第 21 条 社員総会は，総社員の議決権の過半数を有する
65 歳となる日の属する事業年度にかかる定時社
社員の出席（書面議決者及び議決委任者による
員総会の終結の時に任期満了となる。
みなし出席も含む。）がなければ，議事を行い，
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は，
議決することができない。
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項を記載した書面をもって，各理事及び各監事
に対して通知を発しなければならない。ただし，
理事及び監事全員の同意がある場合には，招集
の手続きを経ることなく開催することができ
る。

2 やむをえない理由のため社員総会に出席できな
い社員は，あらかじめ通知された事項について
書面をもって議決権を行使し，または他の社員
を代理人として議決を委任することができる。
3 前項の場合，その社員は出席したものとみなす。
4 社員総会の決議は，法令又は本定款に別段の定
めがある場合を除き，出席社員の議決権の過半
数をもってこれを決する。

（決議方法）
第 27 条 理事会の議長は，理事長が行う。ただし，理事
長に事故あるときは，当該理事会において選任
された他の理事がこれを行う。
（議決権）
2 理事会は，理事現在数の過半数の出席がなけれ
第 22 条 社員総会において，各社員は各 1 個の議決権を
ば，議事を行い，議決することができない。
有する。
3 理事会の決議は，出席した理事の過半数をもっ
て決する。
（議長）
4 理事が理事会の決議の目的である事項について
第 23 条 社員総会の議長は理事長が行う。ただし，理事
提案をした場合において，理事の全員が当該議
長に事故があるときは，当該社員総会において
案につき書面又は電磁的記録により同意の意思
選任された他の理事がこれを行う。
表示をしたときは，当該議案を可決する旨の理
事会の決議があったものとみなすことができる。
（議事録）
ただし，監事が当該提案につき異議を述べた場
第 24 条 社員総会の議事については，議事録を作成し，
合はこの限りではない。
これに議事の経過の要領及びその結果並びに法
令で定める事項を記載し，議長及び議事録作成
に係る職務を行った理事が署名又は記名押印し （議事録）
第 28 条 理事会の議事については，議事録を作成し，こ
なければならない。
れに議事の経過の要領及びその結果並びに法令
で定める事項を記載し，議長及び出席した理事
長並びに出席した監事は，これに署名又は記名
第 6 章 理事会
押印しなければならない。
（種類）
第 25 条 本法人の理事会は，通常理事会及び臨時理事会
の 2 種とする。
第 7 章 基金
2 通常理事会は，毎事業年度に 2 回開催（ただし，
4 ヵ月を超える間隔で開催）する。
（基金を引き受ける者の募集）
3 前項の通常理事会において，理事長は，自己の
第 29 条 本法人は，基金を引き受ける者の募集をするこ
職務の執行の状況を理事会に報告しなければな
とができる。
らない。
2 基金の募集，割当て及び払込み等の手続きにつ
4 臨時理事会は，次の各号の一に該当する場合に
いては，理事会の決議により別に定める「基金
開催する。
取扱規程」によるものとする。
（1）理事長が必要と認めたとき
（2）理事長以外の理事から会議の目的である事 （基金の拠出者の権利に関する規定）
項を記載した書面をもって招集の請求が
第 30 条 拠出された基金は，基金拠出契約に定める期日
あったとき
まで返還しない。
（3）監事から会議の目的である事項を記載した
書面をもって招集の請求があったとき
（基金の返還の手続）
第 31 条 基金の拠出者に対する返還は，返還する基金の総
（招集）
額について定時社員総会における決議を経た後，
第 26 条 理事会は，理事長が招集する。
理事の過半数の決定したところに従って行う。
2 理事長は，前条第 4 項第 2 号及び第 3 号に該当
する場合は，その請求のあった日から 5 日以内 （代替基金の積立て）
に，14 日以内の日を会日とする臨時理事会の招
第 32 条 基金の返還を行うため，返還される基金に相当
集通知を発しなければならない。
する金額を代替基金として積み立てるものとし，
3 理事会を開催するには，会日より 7 日前までに，
これを取り崩すことはできない。
開催日時，場所及び議題その他法令に定める事
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（残余財産の分配）
第 40 条 本法人が解散等により清算するときに有する残
余財産は，各社員に分配しない。
2 前項の場合，本法人の残余財産は，国又は地方
公共団体，本法人と類似の事業を目的とする公
益社団法人又は公益財団法人，あるいは公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第 5 条第 17 号イ乃至トに掲げる法人に寄付する
ものとする。

（基金利息の禁止）
第 33 条 基金の返還に係る債権には，利息を付すること
ができない。

第8章

計算

（事業年度）
第 34 条 本法人の事業年度は，毎年 1 月 1 日から 12 月 31
日までの年 1 期とする。

第 10 章

（計算書類）
第 35 条 理事長は，毎事業年度，次の書類及び附属明細
書を作成して，監事の監査を受け，理事会の承
認を経た後，定時社員総会に提出し，3 の書類
についてはその内容を報告し，1，2 及び 4 の各
書類については承認を求めなければならない。
（1）貸借対照表
（2）損益計算書（正味財産増減計算書）
（3）事業報告書
（4）剰余金の処分又は損失の処理に関する議案

（設立時社員の氏名及び住所）
第 41 条 本法人の設立時社員の氏名及び住所は，次のと
おりとする。
（省略）
（設立時理事，設立時理事長（設立時代表理事）及び設立時
監事）
第 42 条 本法人の設立時理事，設立時理事長（設立時代
表理事）及び設立時監事は，次のとおりとする。
（省略）

（剰余金の処分制限）
第 36 条 本法人は，会員，社員，その他の者又は団体に
対し，剰余金の分配を行うことはできない。

第9章

附則

（最初の事業年度）
第 43 条 本法人の最初の事業年度は，本法人成立の日か
ら平成 22 年 12 月 31 日までとする。
（定款に定めのない事項）
第 44 条 この定款に定めのない事項については，すべて
一般社団・財団法人法及びその他法令によるも
のとする。

定款等変更，合併及び解散等

（定款等変更）
第 37 条 本定款及び細則を変更するには，総社員の半数
以上であって，かつ総社員の議決権の 3 分の 2
以上の賛成を得た社員総会の決議によらなけれ
ばならない。

以上，一般社団法人日本脳神経外傷学会を設立するため，
設立時社員の定款作成代理人である司法書士宮田浩志は，
電磁的記録である本定款を作成し，電子署名する。

（合併等）
第 38 条 本法人は，社員総会において，総社員の半数以
上であって，かつ総社員の議決権の 3 分の 2 以上
の決議により，他の一般社団・財団法人法上の
法人との合併，事業の全部又は一部の譲渡及び
公益目的事業の全部を廃止することができる。

平成 22 年 1 月 4 日

（解散）
第 39 条 本法人は，一般社団・財団法人法第 148 条第 1 号，
第 2 号及び第 4 号乃至第 7 号までに規定する事由
によるほか，社員総会において，総社員の半数
以上であって，かつ総社員の議決権の 3 分の 2 以
上の決議により解散することができる。

設立時社員
設立時社員
設立時社員
設立時社員
設立時社員
設立時社員
設立時社員
設立時社員

重森
小川
小野
片山
島
鈴木
山木
有賀

稔
武希
純一
容一
克司
倫保
垂水
徹

上記設立時社員の定款作成代理人 司法書士 宮田 浩志
※ 平成 22 年 1 月 4 日 施行
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一般社団法人 日本脳神経外傷学会 定款施行細則
第1章

総則

第3章

社員・学術評議員選出評価委員会

（総則）
（社員・学術評議員選出評価委員会）
第 1 条 本定款施行細則（以下「本細則」という）は，
第 6 条 社員・学術評議員選出評価委員会は，役員候補
一般社団法人日本脳神経外傷学会定款（以下
選出委員会によって選任された委員長及び副委
「定款」という）に基づき，定款の施行及び本法
員長，並びに委員長により指名された選出評価
人の管理運営につき必要な事項を定める。
委員によって構成する。
2 社員・学術評議員選出評価委員会は，以下の業
務を行う。
（1）学術評議員の資格審査・評価
第 2 章 社員
（2）学術評議員に関する一切の業務
（3）社員資格の審査
（選出）
（4）社員の選出
第 2 条 新たに本法人の社員となる者は，学術評議員た
（5）役員候補選出委員会への幹事の推薦
る正会員の中から，社員・学術評議員選出評価
（6）その他，学術評議員及び社員について，常
委員会の審査により選出する。
務理事会より委嘱された業務
2 前項により選出された者は，理事会に承認され
ることにより，本法人の社員となる。
（社員・学術評議員選出評価委員会の開催）
3 社員の任期は，選任後 2 年以内の最終の事業年
第 7 条 社員・学術評議員選出評価委員会は次の各項に
度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
したがって開催される。
ただし，再任を妨げない。
（1）前条第１項の規定に基づき選任された委員
4 前項の任期中といえども，満 65 歳となる日の属
長が，必要に応じて選出委員会を招集する。
する事業年度にかかる定時社員総会の終結時に
（2）選出委員会は，現在数の 3 分の 2 以上が出席
任期満了となる。
しなければ，議事を行い決議することがで
5 社員は，一般社団法人及び一般財団法人に関す
きない。なお，書面による意思の表示は，
る法律（以下「一般社団・財団法人法」という）
出席とは認めない。
上の社員として社員総会を組織し，定款及び本
（3）選出委員会における議事は，出席委員の過
細則並びに法令に従い，必要事項を審議し決議
半数をもって決する。
する。
（4）選出委員会の議事録は委員長が作成し，議
事録作成者たる委員長が署名又は記名押印
（審査申込）
し，本法人の事務局に保管するものとする。
第 3 条 社員になるため審査を受けようとする者は，ま
ず社員・学術評議員選出評価委員会の定める審
（学術評議員の選出情報の公開）
査基準に従い，学術評議員の審査申込を行い，
第 8 条 理事長は，社員・学術評議員選出評価委員会の
学術評議員にならなければならず，学術評議員
決議により定めた以下の事項を学術評議員の選
の中から社員・学術評議員選出評価委員会の審
出が行われる年の 1 月末日までに，次の各項を
査により社員を選出する。
含む情報を学会の機関誌あるいは本学会のホー
2 前項の規定にかかわらず，現職の理事 3 名の推
ムページ上に掲載し，公開するものとする。
薦状と過去の脳神経外傷に関する業績に関する
（1）学術評議員が提出する審査申請用紙の交付
資料等を本法人所定の審査申込書に添えて，本
請求締め切り期日
法人事務へ提出した者については，役員候補選
（2）前項の申請書の受理締め切り期日
出委員会及び社員・学術評議員選出評価委員会
（3）学術評議員の応募基準，更新基準
の審査により社員に選出することができる。
（社員再任候補者）
第 4 条 社員再任候補者については，役員候補選出委員
会及び社員・学術評議員選出評価委員会におい
て再任の審査を行い，選出する。
（疑義）
第 5 条 社員の選出に関して疑義が生じたときは，理事
会の決議に基づき処理するものとする。

（その他事項）
第 9 条 学術評議員に関するその他の事項については，
社員・学術評議員選出評価委員会の決議による
ものとする。
（常務理事会への報告）
第 10 条 社員・学術評議員選出評価委員会は，その審査
の結果を常務理事会に報告しなければならない。
2 理事長は，常務理事会への報告，理事会の決議
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（2）役員候補選出委員会は，現在数の 3 分の 2 以
上が出席しなければ，議事を行い決議する
ことができない。なお，書面による意思の
表示は，出席とは認めない。
（3）役員候補選出委員会における議事は，出席
委員の過半数をもって決する。
（4）役員候補選出委員会の議事録は委員長が作
成し，議事録作成者たる委員長が署名又は
記名押印し，本法人事務局に保管するもの
とする。

を経て，速やかに審査申請者に対して審査の結
果を通知しなければならない。

第４章

年次会長

（年次会長）
第 11 条 本法人は，社員の中から，年次会長 1 名を置く
ことができる。
2 年次会長は，本法人の年 1 回の学術集会を主催
する。

（役員候補選出委員会の権限）
第 18 条 役員候補選出委員会は，次の各号に定める議事
（選任）
につき審議し，決議する。
第 12 条 年次会長は，当該年度の学術集会の開催前に，
（1）理事，常務理事及び理事長並びに監事の推薦
役員候補選出委員会の推薦に基づき，社員総会
（2）年次会長の推薦
及び会員総会の承認を受けて選任する。
（3）幹事の推薦
（4）各委員会の委員長の選任
（任期）
第 13 条 年次会長の任期は，学術集会の終了時から次年
（社員総会への上程）
度の学術集会終了時までとする。
第 19 条 役員候補選出委員会は，議事の結果を社員総会
に上程し，その役員候補者に関する選任決議を
求めなければならない。

第5章

学術集会

（学術集会）
第 14 条 本法人は，年 1 回学術集会を開催する。
2 年次会長は，学術集会を主催する。
3 学術集会において演者として発表する者，司
会・座長を行う者は，本法人の会員でなければ
ならない。

第6章

役員候補選出委員会

（役員候補選出委員会）
第 15 条 本法人に，役員候補選出委員会を置く。
2 役員候補選出委員会には，互選により委員長１
名を置く。

第7章

幹事会

（幹事会）
第 20 条 本法人に，幹事会を置く。
2 幹事会には，幹事長 1 名を置き，総務担当理事
がこれにあたる。
3 幹事会は，本法人の総務及び庶務並びに財務会
計に関する業務を行うとともに，各種委員会の
業務を補佐する。
（幹事）
第 21 条 幹事会は，3 名以上の幹事をもって構成する。
2 前項の幹事は，役員候補選出委員会の推薦に基
づき，理事会で承認された者をもって構成する。
3 幹事の任期は，選任後 2 年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとする。ただし，再任は妨げない
ものとする。

（役員候補選出委員）
第 16 条 役員候補選出委員会は，社員の投票による選挙
により理事（理事であった者を含む）の中から
選ばれた役員候補選出委員（5 名）と年次会長，
次年次会長並びに前年次会長によって構成する。
2 役員候補選出委員の任期は，選任後 2 年以内に
第 8 章 委員会
終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結の時までとする。ただし，再
（委員会）
任は妨げないものとする。
第 22 条 本法人には，理事会において別に定める「委員
会設置規程」に基づき，必要に応じて各種委員
（役員候補選出委員会の開催）
会を置くことができる。
第 17 条 役員候補選出委員会は次の各項にしたがって開
2 各委員会の具体的任務及びその構成員等につい
催される。
ては，定款又は細則に別段の定めがある場合を
（1）第 15 条第 2 項の規定に基づき選任された委
除き，
「委員会設置規程」によるものとする。
員長が，必要に応じて役員候補選出委員会
を招集する。
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（経費）
第 28 条 本法人の事業を遂行するために必要な経費は，
前条の資産をもって支弁する。

第 9 章 常務理事及び常務理事会
（常務理事）
第 23 条 本法人に，常務理事を置く。
2 役員候補選出委員会の委員をもって，常務理事
とする。
3 前項の規定にかかわらず，理事長は役員候補選
出委員以外から 1 名の理事を常務理事に指名す
ることができる。
4 常務理事の任期については，第 16 条第 2 項の役
員候補選出委員の任期に準ずるものとする。な
お，前項の規定により，理事長より指名された
常務理事についても同様とし，任期中に常務理
事に指名された場合であっても，他の常務理事
の任期の残存期間と同一とする。

（事業計画，収支予算）
第 29 条 本法人の事業計画及びこれにともなう収支予算
は，毎会計年度の開始前に理事長が編成し，理
事会の決議を経て社員総会の承認を得なければ
ならない。
（収支決算）
第 30 条 本法人の収支決算は，毎会計年度終了後に理事
長が作成し，監事の監査を受け，理事会の決議
を経て社員総会の承認を得なければならない。
（会費）
第 31 条 本法人の会費は次のとおりとする。
（1）正 会 員 金
8,000 円
（2）賛助会員 金 100,000 円

（常務理事会）
第 24 条 本法人に，常務理事会を置く。
2 常務理事会は，前条第 2 項及び第 3 項の常務理
事をもって構成する。

（常務理事会の権限）
第 25 条 常務理事会は，第 18 条に規定する役員候補選出
委員会の権限に属する事項を除く，理事会，社 （改正）
員総会に諮るべき会務の運営に関する全ての議
第 32 条
事につき審議し，決議する。
2 常務理事会は，必要に応じて各委員会に対し，
業務の報告を求めることができる。
3 常務理事会は，委員会からの報告事項及びその
他理事会又は社員総会にて審議すべき事項を選
別し，理事会又は社員総会に上程するものとす
る。
第 33 条
（常務理事会の開催等）
第 26 条 常務理事会の開催，定足数，決議要件等の事項
については，第 17 条の規定を準用する。ただし，
本文中，役員候補選出委員は「常務理事」
，委員
長は「理事長」と読み替えるものとする。

第 10 章

第 11 章 施行細則の改正
本細則の改正は，総社員の半数以上であって，
総社員の議決権の 3 分の 2 以上の賛成を得た社
員総会の決議によらなければならない。

第 12 章

附則

本法人の設立時社員及び前条の社員の任期は，
本法人成立後 2 年以内の最終の事業年度に関す
る定時社員総会の終結の時までとする。

会 計

（資産）
第 27 条 本法人の資産は，次のとおりとする。
（1）会費
（2）事業にともなう収入
（3）資産から生ずる果実
（4）寄付金品
（5）その他の収入

平成 22 年 10 月 26 日
平成 23 年 8 月 8 日
平成 23 年 10 月 11 日
平成 24 年 6 月 18 日
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一部改正
一部改正
一部改正
一部改正

委員会設置規程
（総則）
第 1 条 本規程は，一般社団法人日本脳神経外傷学会
（以下「本法人」という）の定款及び定款施行細
則（以下「細則」という）の規定に基づき，本
法人の運営，会務の遂行に関し各種委員会を設
置するために必要な事項を定めるものとする。
2 本法人の委員会は，定款又は細則に別段の定め
がある場合を除き，その構成，運営，任期等に
ついて，本規程に従うものとする。
（種別）
第 2 条 本法人には，以下の委員会を設置するものとす
る。
（1）役員候補選出委員会
（2）幹事会
（3）社員・学術評議員選出評価委員会
（4）機関誌編集委員会
（5）国際神経外傷委員会
（6）その他各種委員会

3 委員長は，委員会を構成する委員を，本法人の
会員，社員，役員あるいは学識経験者等の中か
ら委員会の運営に必要な人数を指名する。
4 委員長は，前項の規定に基づき委員を指名した
後，委員会の構成員を理事会に報告し，その承
認を得なければならない。
（任期）
第 5 条 委員長の任期は，定款又は細則に別段の定めが
ある場合を除き，当該委員長の理事としての任
期に従うものとし，理事として任期満了を迎え
た場合には，委員長の任期も満了となる。ただ
し，再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず，第９条の規定に基づ
き定める各委員会規程に別段の定めを設けるこ
とができる。
（会議）
第 6 条 各委員会の会議は，必要に応じて，委員長が随
時招集する。
2 各委員会の議事は，出席した委員の過半数を
もって決する。
3 委員長は，必要があると認めるときは，会議の
招集を行わず，書面又は電子メールによって委
員の意見を求めることにより，各委員会の決議
に代えることができる。この場合においては，
委員長はその結果を各委員に報告しなければな
らない。
4 委員長は，適当と認める者に対して，参考人と
して各委員会の会議への出席を求め，資料の提
出，意見の開陳，説明その他必要な協力を求め
ることができる。

（任務）
第 3 条 前条に定める委員会は，それぞれ下記各号に規
定する事項を任務とする。
（1）役員候補選出委員会
① 細則第 18 条に定める業務
（2）幹事会
① 本法人の総務及び庶務並びに財務会計に
関する業務
② 前条各号に定める各委員会の業務の補佐
（3）社員・学術評議員選出評価委員会
① 細則第 6 条に定める業務
（4）機関誌編集委員会
① 本法人の機関誌「神経外傷」の編集・発
（議事録）
行に関する業務
第 7 条 各委員会の審議については，その経過及び結果
（5）国際神経外傷委員会
の概要を記載又は記録した議事録を作成する。
① 神経外傷治療に関する国際的協力活動
② 諸外国における治療方針等の調査，研究，
（事務局）
検討
第 8 条 各委員会は，その業務を処理するため必要があ
（6）その他各種委員会
る場合には，事務局を置くことができる。
① その他各種委員会の任務は，第 9 条によ
2 事務局については，本法人の職員若干名をもっ
り定める個別の委員会規程に従うものと
て構成する。
する。
3 事務局の職員は，各委員会の委員長の指示に基
2 各委員会は，必要に応じて，委員会の活動内容
づき，会議日程の調整，議題資料の作成，会場
についての報告を理事会にしなければならない。
整備などの業務を行う。
また，理事会から報告を求められたときは，直
ちにその活動内容の報告をしなければならない。
（各委員会規程）
第 9 条 本法人に設置される各委員会において，委員会
（委員長及び委員会の構成員）
の運営に必要がある場合は，各委員会の発議に
第 4 条 各委員会には，委員長 1 名を置くものとし，定
より，常務理事会が審査し，理事会の承認を得
款又は細則に別段の定めがある場合を除き，本
て，個別に委員会規程を定めることができる。
法人の社員の中から学務委員会の決議において
選定する。
2 委員長は，委員会の議長となり，委員会の会務 （その他の委員会）
第 10 条 本法人の運営，会務の遂行に関して必要がある
を総括する。
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場合には，常務理事会の決議に基づき，理事会
の承認を得て，第 2 条各号に定める以外にも委
員会を設置することができる。
2 前項の規定により委員会を設置する場合，本規
程の全部又は一部を適用するか，もしくは別に
その委員会のみに適用される規程を設けるかを
常務理事会で検討し，常務理事会の決議に基づ
き，理事会の承認を得て実行するものとする。

2 前項の規定にかかわらず，定款又は細則により
設置された委員会の廃止については，定款又は
細則の改廃に関する規定に従うものとする。
（改廃）
第 12 条 本規程の改廃は，理事会の決議により行う。

（委員会の廃止）
第 11 条 本法人の運営，会務の変更，廃止等により，委
員会が必要なくなった場合は，常務理事会の決
議に基づき，理事会の承認を得て各委員会を廃
止することができる。

平成 22 年 3 月 4 日
平成 23 年 8 月 8 日
平成 23 年 10 月 11 日
平成 24 年 6 月 18 日
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一部改正
一部改正
一部改正
一部改正

神

経
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傷

投稿／執筆規定

■ 著者には 1 名以上の日本脳神経外傷学会会員を含む必要があります。
■ 原稿用紙の表紙に題名，著者名，所属施設名，校正刷りの発送住所，氏名を明記して下さい。
【 原稿送付先 】

株式会社マイライフ社内 神経外傷編集部
〒 162-0052 東京都新宿区戸山 1-1-5 エールプラザ戸山台 105
TEL: 03-5291-9002 FAX: 03-5291-9003

E-mail: neurotraumatology@mylife-tokyo.co.jp

Ⅰ．総説・原著・症例報告
1． 原稿は以下に示す体裁で記載して下さい。

h. 文献の書き方は以下の通りにして下さい。外国雑
誌の略名は原則として最近の Index Medicus に従

a. 英文抄録（300 語）をつけて下さい。

うこととします。

b. 論文の長さは下記の通りとし，超過した場合は編

《雑 誌》
著者名：題名．誌名，巻号数：頁-頁，西暦発行年.

集委員が著者に再考をお願いすることがありま
す。または，超過分について出版費用を御負担い
ただくことがあります。論文は表紙，英文抄録，
本文，文献，図表，写真をすべて含んで印刷ペー
ジで 6 枚です．これは 400 字詰め原稿用紙 24 枚
に相当します．図表，写真は合わせて 8 個とし
ます。CT，MRI などの画像には必ず左（L）右
（R）を明記して下さい。表題，著者名，所属施設
名，英文抄録，key words で印刷 1 ページ（原稿
用紙 4 枚）に相当します。図表，写真はキャビネ
大のものを原稿用紙 1 枚と計算し，それより大
きいものは，大きさに応じ，原稿枚数を調整して
下さい。また，必ず本文から通しナンバーを入れ
て下さい。

《書 籍》
著者名：題名．書名，編者名
（編）
，発行所，発行地，
西暦発行年，頁-頁.
引用文献の著者氏名は 3 名以内の時は全員，4 名
「—，ほか：」
「—，et
以上の場合は 3 名連記し，
al：」と略します。文献の表題は副題を含めてフ
ルタイトルで書いてください。学会，研究会の抄
録を引用するときは，第何回学会と明記して下さ
と書いて下さい。
い。欧文の場合は
（abstr）
例： 1）中村紀夫, 大和田滋, 関野宏明, ほか：外傷性
小脳機能障害. 神経外科, 16: 331-335, 1976.

2）Baker AJ, Moulton RJ, Macmilan VH, et al:

c. 論文はワープロ入力し，横書き 400 字または倍

Wxcidtatory amino acids in cerebrospinal
fluid following traumatic brain injury in
humans. J Neurosurgery 79: 369-372, 1993.
3）大友英一：脳波と老化. 老年神経学─新し
（編）
, 南江堂, 東京, 1987,
い問題─, 亀山正邦
pp42-45.
4）Adams JH: Head Injury. In Greenfield's
Neuropathology, Fifth Edition, Adams JH,
Duchen LW（eds）, Edward Arnold, London,
1992, pp106-152.

で印字して下さい。
数
（800，1200）

d. 原稿内容を CD-R 等のメディア（形式：テキスト
ファイル，使用機種を明記）に入れ，印字された
原稿と同時にお送り下さい。メディアは返却しま
せんので予め御了承下さい。

e. 外国語の固有名詞（人名，地名）は原語のまま，日
本語化しているものは，カタカナで書いてくださ
い。商標薬品名，その他の固有名詞の頭文字は大
文字で書き，文中の外国語単語
（病名等）
の頭文字
はドイツ語名詞を除きすべて小文字とします。

2． 論文は原稿とコピー 1 部をお送り下さい。
（原稿
内容の入った CD-R 等のメディアを同時にお送
り下さい。
）

f. 図 表 に は 必 ず 表 題 と 説 明 を 付 け ，写 真 は
unmounted，裏に番号，上下印，論文題名，著者
名を鉛筆で記して下さい。図表，写真の表題およ
び説明は英文で記入して下さい。写真はキャビネ
大，白黒を原則とします。カラー写真印刷の場合
は実費を負担して頂きます。組織写真には染色
法，スケールバーを明示して下さい。

3． 編集委員により，論文が審査されます。審査の結
果，論文の修正，変更をお願いする場合がありま
す。
4． 別冊は，全て有料となります。50 部単位で注文
。
を受け付けます
（10,000 円／50 部）
原稿超過分，カラー印刷に対しては実費負担とし
ます。

g. 文献は本文に用いられたもののみを引用し，引用
番号を本文中に記して下さい。
文献の記載はアルファベット順にして下さい。
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Ⅱ．短報
《 短報：投稿規定 》

● 本文の構成
本形式は論文概要であり，full paper に対する導入，
前書きではないので問題，目的，解決法，結果を
明瞭かつ簡潔にまとめて下さい。なお，研究費交
付および謝辞などは，本文の末尾に表記して下さ
い。

● 執筆分量
基本的に 400 字詰め原稿用紙換算で 10 枚以内（刷
り上がり・2 頁）
＊ 最大でも 400 字詰め原稿用紙換算で 20 枚以内
＊ 上記制限には，表紙・図表（3 点以内，なくて
も可）・図説・文献等を含みます。図表，写真
はキャビネ大のものを原稿用紙 1 枚と計算し，
それより大きいものは大きさに応じ原稿枚数を
調整して下さい。

● 著作権，出版権について
1）他の雑誌，単行本の図・表などをそのまま，も
しくは修正を加えて引用するときは，著作権規
定に照らした引用許可を得ることが必要です。
その際，出典を明らかにし，引用許可を受けて
いることを図・表の説明に英文で明記して下さ
い。また，出版社や著者から得た許可証を原稿
に添えて提出して下さい。
2）本誌に掲載された論文（figure と table を含む）
の著作権と出版権は，日本脳神経外傷学会機関
誌編集委員会に帰属します。

● 送付内容
論文原稿
（表紙，本文，文献，図表の説明）
…3部
図表 …… 学会発表で使用したもの等，データ形式
でお送りいただいて結構です。
原稿内容を CD-R 等のメディアに収録し，印字さ
れた原稿と同時にお送り下さい。なお，メディア
は返却しませんので予め御了承下さい。

● 著書校正について
1 回のみ行います。

● 論文審査について
編集委員会による査読審査があります。

● その他の要領については総説・原著・症例報告の
「執筆規定」に準じます。

《 短報：執筆規定 》
● 原稿の体裁
1）原稿サイズは A4 版を用いて下さい。
2）原稿は「表紙 → 本文 → 図，表の説明文」の順
とし，必ず本文から通しナンバーを入れて下さ
い。
，key words
＊ 和文抄録，Abstract（英文抄録）
については不要とします
＊ 文献は 5 編以内とし，アルファベット順に
以下の形式で記載して下さい。
《雑 誌》
著者名（筆頭著者のみ）
，ほか（et al.）：題名．
誌名，巻号数：頁-頁，西暦発行年．
《書 籍》
著者名（筆頭著者のみ）
，ほか（et al.）：題名．
書名，編者名（編）
，発行所，発行地，西暦
発行年，頁-頁．
3）表紙には，日本語，英語の両方で以下のデータ
を記して下さい。
① 論文タイトル ② 著者名 ③ 所属
④ 連絡先

《 短報投稿に関するご注意 》
このほか，本形式での論文にはその性質上，以下の場
合が想定されますのでご留意のうえ適宜ご対応下さ
い。

1）すでに他誌に full paper が掲載されている，ある

いは掲載が決定している論文を短報として今回投
稿する場合
・ 本誌掲載の際，脚注として，すでに他誌に掲載
されているあるいは掲載が決定している full
paper が存在する旨を明記させていただきます
ので，投稿の際，① 共著者，② 論文タイトル，
③ 誌名，④ 巻数，⑤ 発刊年，⑥ ページ数，を
明示し該当箇所のコピーを同封下さい。
・ 先行の刊行物の版権保持者に自著の二次刊行物
として他誌掲載許可をとって下さい。
・ 図表の再使用については，上記の許可がとれた
際には再使用可能とします。その際は出典箇所
を
（筆頭著者名，発刊年）
を明記して下さい。

2）将来他誌に full paper として投稿する場合
・ 図表については full paper への掲載をご優先頂

● 記述言語
本文の使用言語は日本語のみとします。ただし，
① 専門用語，② 原語で記載すべき箇所，③ figure
legends については英語で記述することとします。

くか，まったく同一のものにならないよう適宜
ご対応下さい。
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